
20025 7月14日 晴 稍重 （30函館2）第3日 第1競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
58．6
57．7

良
重

33 � デンバーテソーロ 牝2栗 54 吉田 隼人了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &

Patricia Fairbairn 450－ 2 59．3 2．0�
710 スマートスリロス 牝2鹿 54 北村 友一大川 徹氏 安田 隆行 日高 本間牧場 480＋ 81：00．04 5．4�
812 プロトイチバンボシ 牡2栗 54 松岡 正海飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 466＋ 61：00．42� 71．1�
811 コパノマーティン 牡2黒鹿54 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 476－ 21：00．5� 11．1�
68 エ ル ピ ド 牡2青鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 444± 01：00．6クビ 22．7�
55 スマートサヴァラン 牡2鹿 54 横山 和生大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか タツヤファーム 454－ 41：00．7	 65．9	
79 プリマヴォルタ 牝2鹿 54

52 △横山 武史ディアレストクラブ� 矢野 英一 新冠 松浦牧場 422－ 41：00．91 43．9

44 グラマラススカイ 牝2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 西橋 豊治 新冠 アラキフアーム 432－ 41：01．21	 74．5�
11 ドナアンブロージア 牝2栗 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか タツヤファーム 474－ 41：01．52 38．2�
22 テ ロ ワ ー ル 牝2鹿 54 C．ルメール 小林 由明氏 奥村 武 新ひだか 西村 和夫 488＋ 41：01．6クビ 9．5
67 ベリッシモファルコ 牝2栗 54

52 △菊沢 一樹岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 438－ 81：01．7	 39．4�
56 キモンボーイ 牡2鹿 54

51 ▲西村 淳也小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 484－ 41：03．7大差 6．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，863，500円 複勝： 43，655，500円 枠連： 7，256，300円
馬連： 39，107，200円 馬単： 22，226，700円 ワイド： 31，764，600円
3連複： 58，894，900円 3連単： 81，869，400円 計： 311，638，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 1，520円 枠 連（3－7） 470円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，360円 �� 5，050円

3 連 複 ��� 14，640円 3 連 単 ��� 35，220円

票 数

単勝票数 計 268635 的中 � 112617（1番人気）
複勝票数 計 436555 的中 � 146446（1番人気）� 80994（2番人気）� 3791（12番人気）
枠連票数 計 72563 的中 （3－7） 11800（1番人気）
馬連票数 計 391072 的中 �� 60164（1番人気）
馬単票数 計 222267 的中 �� 20921（1番人気）
ワイド票数 計 317646 的中 �� 41836（1番人気）�� 3058（28番人気）�� 1408（43番人気）
3連複票数 計 588949 的中 ��� 3017（41番人気）
3連単票数 計 818694 的中 ��� 1685（102番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．8―46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．1
3 ・（10，3）12－2（7，8）6（4，9，11）5，1 4 ・（10，3）－12－8，2，11，4，7（9，5）（6，1）

勝馬の
紹 介

�デンバーテソーロ �
�
父 Violence �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2018．6．17 函館3着

2016．2．20生 牝2栗 母 Cloud of Smoke 母母 Clouds of Gold 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走状況〕 コパノマーティン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キモンボーイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月14日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フライトゥヘヴン号

20026 7月14日 晴 稍重 （30函館2）第3日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

79 シェパーズポーズ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 496－ 61：47．6 2．8�
811 ユーフォルビア 牝3鹿 54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 矢野 英一 日高 野島牧場 448＋ 4 〃 クビ 8．8�
44 オテンバランナー 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 川島 正広 428－ 21：47．7� 101．0�
67 ペイシャスター 牝3黒鹿54 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 飯岡牧場 470－ 2 〃 クビ 33．6�
33 キクノグロウ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 416± 01：48．44 18．4	
66 ピエナシニスター 牝3栗 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 452－101：48．5クビ 5．9

78 デ ィ エ ル ベ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 442－ 81：49．24 11．6�
22 フジノビューティ 牝3黒鹿54 黛 弘人田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 466＋ 61：50．810 198．1�
810 アリエッティ 牝3芦 54

52 △菊沢 一樹松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 408＋ 21：51．43� 162．1
11 レイナデルビエント 牝3鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 450－ 41：54．2大差 23．4�
55 ハッピーオーキッド 牝3鹿 54 松岡 正海馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482－ 8 （競走中止） 2．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，091，000円 複勝： 29，948，400円 枠連： 6，682，300円
馬連： 28，833，000円 馬単： 17，549，700円 ワイド： 22，326，400円
3連複： 39，416，300円 3連単： 63，110，500円 計： 227，957，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 200円 � 1，590円 枠 連（7－8） 720円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，980円 �� 5，960円

3 連 複 ��� 18，040円 3 連 単 ��� 59，960円

票 数

単勝票数 計 200910 的中 � 56134（2番人気）
複勝票数 計 299484 的中 � 79574（2番人気）� 37243（3番人気）� 3154（9番人気）
枠連票数 計 66823 的中 （7－8） 7131（3番人気）
馬連票数 計 288330 的中 �� 19146（5番人気）
馬単票数 計 175497 的中 �� 6737（7番人気）
ワイド票数 計 223264 的中 �� 17749（3番人気）�� 1804（26番人気）�� 890（34番人気）
3連複票数 計 394163 的中 ��� 1638（47番人気）
3連単票数 計 631105 的中 ��� 763（176番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．3―13．2―13．1―12．4―12．6―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．5―43．7―56．8―1：09．2―1：21．8―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3
・（4，9）（3，11，5）（2，8）6－10，7－1・（4，9）11，6（3，8，7）－2－10＝1

2
4
・（4，9）（3，11，5）（2，8）6－（7，10）＝1
4，9，11（6，7）（3，8）＝2－10＝1

勝馬の
紹 介

シェパーズポーズ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2018．3．3 阪神3着

2015．3．8生 牝3黒鹿 母 ム ゲ ン 母母 サンヨウアロー 7戦1勝 賞金 14，300，000円
〔発走状況〕 ハッピーオーキッド号は，枠内駐立不良〔突進〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻4分遅延。
〔競走中止〕 ハッピーオーキッド号は，競走中に疾病〔両口角部挫創〕を発症したため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 ハッピーオーキッド号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイナデルビエント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月14日まで平

地競走に出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 函館競馬 第３日



20027 7月14日 曇 良 （30函館2）第3日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

815 ナムラジュノー 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太奈村 睦弘氏 大和田 成 様似 林 時春 416＋ 21：09．8 19．3�

12 ショウナンガレオン 牡3芦 56 池添 謙一国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 棚川 光男 500＋141：10．01� 4．8�
24 ラブリースマッシュ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 荒谷 輝和 440－ 21：10．31� 7．9�
11 	 スカイシーアキラ 牝3鹿 54 川島 信二松本 俊廣氏 山内 研二 英 Mr Kouki

Hayashi 464± 0 〃 クビ 29．0�
47 ベラソヴラーノ 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 上村 清志 464± 01：10．4� 22．0�

23 イ ナ ロ ア 牝3黒鹿 54
52 △横山 武史増田 和啓氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム 462± 01：10．5クビ 42．2	

612 ビッグディール 
3鹿 56 黛 弘人古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B482－ 4 〃 アタマ 75．7

48 カシノレガーメ 牡3黒鹿56 柴山 雄一柏木 務氏 清水 英克 日高 野島牧場 448－ 21：10．71� 23．9�
59 マコトキッショウ 牡3芦 56 C．ルメール�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 472＋121：10．8� 1．8�
714 ミフトゥーロ 牝3鹿 54 吉田 隼人藤田 在子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 B458＋ 41：10．9� 18．2
816 クリノルーベンス 牡3栗 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 鹿戸 正幸 430＋ 21：11．0� 19．9�
713 ペイシャヒカリ 牝3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 新冠 カミイスタット 468＋ 21：11．21� 77．5�
611 クリノエリザベッタ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 498＋ 81：11．41� 95．0�
510 カレンヒップスター 牡3鹿 56 菱田 裕二鈴木 隆司氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 446＋ 41：11．61� 104．4�
35 エイシンペガサス 牡3鹿 56 北村 友一�栄進堂 野中 賢二 浦河 高野牧場 B418－121：11．92 27．5�
36 モンマジュール 牝3栗 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 426＋101：12．11� 287．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，693，700円 複勝： 33，532，700円 枠連： 8，624，300円
馬連： 34，392，200円 馬単： 21，873，200円 ワイド： 28，721，100円
3連複： 51，684，700円 3連単： 70，582，000円 計： 271，103，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 590円 � 240円 � 250円 枠 連（1－8） 2，120円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 12，440円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 2，210円 �� 750円

3 連 複 ��� 15，800円 3 連 単 ��� 89，460円

票 数

単勝票数 計 216937 的中 � 8988（5番人気）
複勝票数 計 335327 的中 � 12764（9番人気）� 39184（2番人気）� 37845（3番人気）
枠連票数 計 86243 的中 （1－8） 3143（8番人気）
馬連票数 計 343922 的中 �� 4339（17番人気）
馬単票数 計 218732 的中 �� 1318（32番人気）
ワイド票数 計 287211 的中 �� 4032（19番人気）�� 3262（24番人気）�� 10213（6番人気）
3連複票数 計 516847 的中 ��� 2453（49番人気）
3連単票数 計 705820 的中 ��� 572（250番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―46．1―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．5
3 15（1，4）（2，12）3（5，7，11）9（16，14）（10，8）（6，13） 4 15，1（2，4）12，3（7，11）（5，9，14）（16，8）（10，13）6

勝馬の
紹 介

ナムラジュノー �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．2．17 東京8着

2015．4．7生 牝3鹿 母 ナムラビーム 母母 クールベット 5戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ゴールドシャッツ号・ヒロノエイタツ号・ホウオウシックス号・ワンダースイルーロ号

20028 7月14日 曇 良 （30函館2）第3日 第4競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

66 ダノンアポロン 牡3鹿 56 古川 吉洋�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 492± 02：42．2 9．6�
810 コシミノダンサー 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 444－122：42．51� 9．2�
79 アンクルスター 牡3黒鹿56 岩田 康誠野嶋 祥二氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 458－ 2 〃 アタマ 4．0�
44 トーセンヴァロン 牡3青鹿56 C．ルメール 島川 �哉氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 444－ 22：42．71� 1．9�
78 ヒミノゴールド 牡3黒鹿56 菱田 裕二佐々木八郎氏 森田 直行 平取 原田 新治 502－ 22：42．8� 28．1	
22 コロンバスデイ 牝3鹿 54 五十嵐冬樹 
社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 450＋ 6 〃 クビ 17．0�

（北海道）

11 バトルガニアン 牡3栗 56
55 ☆木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B442－ 22：43．01	 95．9�

33 エンジェルリード 牝3鹿 54 黛 弘人広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 458＋122：43．32 30．2
67 ヒロシゲセブン 牡3鹿 56 池添 謙一�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 496－ 82：43．72� 15．3�
811 プ レ ビ ア ス 牡3鹿 56 丸山 元気 
キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518＋ 82：45．08 25．8�
55 マイネルベッカー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 高橋 修 B472＋ 62：46．59 19．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，418，100円 複勝： 33，912，400円 枠連： 7，972，600円
馬連： 33，760，800円 馬単： 20，825，100円 ワイド： 27，751，800円
3連複： 43，907，100円 3連単： 72，515，700円 計： 266，063，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 270円 � 330円 � 170円 枠 連（6－8） 1，920円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 7，560円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 600円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 32，890円

票 数

単勝票数 計 254181 的中 � 21056（4番人気）
複勝票数 計 339124 的中 � 29915（3番人気）� 23686（4番人気）� 61882（2番人気）
枠連票数 計 79726 的中 （6－8） 3215（7番人気）
馬連票数 計 337608 的中 �� 7420（10番人気）
馬単票数 計 208251 的中 �� 2065（24番人気）
ワイド票数 計 277518 的中 �� 5462（14番人気）�� 12155（6番人気）�� 12602（5番人気）
3連複票数 計 439071 的中 ��� 8920（13番人気）
3連単票数 計 725157 的中 ��� 1598（104番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．4―12．4―12．0―12．7―12．7―12．7―12．4―12．3―12．2―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―25．2―38．6―51．0―1：03．0―1：15．7―1：28．4―1：41．1―1：53．5―2：05．8―2：18．0―2：29．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．7―3F36．4
1
�
4（6，5）－3，9－（1，11）（2，10）（8，7）
4，5（6，9）（3，11，10）（1，2）（8，7）

2
�
4，5，6－3，9（1，11）－（2，10）－（8，7）・（4，9，10）（6，2）（3，1）7（8，5，11）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンアポロン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monarchos デビュー 2017．12．23 阪神7着

2015．5．17生 牡3鹿 母 マネーペニー 母母 My White Corvette 8戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 バトルガニアン号の騎手木幡巧也は，2周目4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



20029 7月14日 晴 良 （30函館2）第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：07．8

良
良

78 ジ ゴ ロ 牡2青鹿54 北村 友一安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 454 ―1：10．6 7．1�
810 サンダミアーノ 牝2鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 430 ―1：11．45 25．8�
811 タイドオブハピネス 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 初也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 442 ―1：11．61� 3．9�

66 ベルテックスロード 牡2黒鹿54 横山 和生山口 敦広氏 的場 均 浦河 多田 善弘 432 ―1：11．7	 38．2�
11 ハヤブサヴィーナス 牝2鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 日高 坂 牧場 422 ―1：11．8	 8．6	
22 ミコムーンライト 牝2栗 54

52 △菊沢 一樹古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 426 ―1：12．12 96．1

79 
 チェルシーライオン 牡2黒鹿54 C．ルメールライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Spendthrift

Farm LLC 472 ―1：12．31� 2．9�
44 デュエットソング 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也平川 浩之氏 粕谷 昌央 新ひだか 藤沢牧場 406 ―1：12．83 62．7�
55 スズカデュー 牡2鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 日高 白井牧場 404 ―1：13．01	 4．6
33 ス パ シ ー バ 牝2鹿 54 松岡 正海�KTレーシング 上原 博之 浦河 桑田牧場 460 ―1：13．21� 65．7�
67 バレンタインデキス 牝2鹿 54 池添 謙一�ビリオンスター上原 博之 新ひだか へいはた牧場 408 ―1：14．47 65．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，528，600円 複勝： 28，321，000円 枠連： 7，015，600円
馬連： 32，777，300円 馬単： 19，756，500円 ワイド： 22，123，700円
3連複： 40，901，600円 3連単： 65，738，200円 計： 244，162，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 510円 � 160円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 11，650円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 550円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 9，480円 3 連 単 ��� 79，300円

票 数

単勝票数 計 275286 的中 � 32568（4番人気）
複勝票数 計 283210 的中 � 30580（5番人気）� 11246（6番人気）� 59411（2番人気）
枠連票数 計 70156 的中 （7－8） 15208（1番人気）
馬連票数 計 327773 的中 �� 3580（17番人気）
馬単票数 計 197565 的中 �� 1271（30番人気）
ワイド票数 計 221237 的中 �� 2573（19番人気）�� 11016（7番人気）�� 3712（14番人気）
3連複票数 計 409016 的中 ��� 3234（30番人気）
3連単票数 計 657382 的中 ��� 601（214番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．7―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．9―46．6―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．7
3 ・（5，6）（8，11）－（1，4）－（10，9）－2－3－7 4 6（5，8，11）－（1，4）10－9，2－3＝7

勝馬の
紹 介

ジ ゴ ロ �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2016．2．22生 牡2青鹿 母 コリンズグラス 母母 ユ キ ミ ザ ケ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20030 7月14日 晴 稍重 （30函館2）第3日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

44 ロードスターダスト 牡3栗 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 468＋ 41：48．4 1．8�
22 ア イ ム ワ ン 牡3鹿 56 川島 信二 �ローレルレーシング 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 464－ 61：48．5� 82．7�
89 ミツオサウスポー 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 B504－ 41：48．82 7．1�
88 シャドウラーテル 牡3黒鹿56 岩田 康誠�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B472＋ 21：49．43� 7．6�
33 デルマベリーニ 牝3青鹿54 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 436－ 81：49．5クビ 152．5�
11 ブ ケ パ ロ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也小田 吉男氏 中竹 和也 新ひだか 山際セントラルスタッド 448－ 21：49．82 6．7	
77 エスケートーラス 牡3鹿 56 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 青森 伊藤牧場 450－ 81：50．54 6．5

55 メモリーゴールデン 牝3鹿 54 城戸 義政橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 474＋ 41：50．6� 167．8�
66 クラシーヴァ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 B486－ 61：51．98 8．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 21，699，400円 複勝： 37，311，500円 枠連： 6，253，200円
馬連： 26，955，100円 馬単： 20，363，900円 ワイド： 17，500，600円
3連複： 30，283，600円 3連単： 77，047，800円 計： 237，415，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，130円 � 180円 枠 連（2－4） 8，730円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 300円 �� 4，890円

3 連 複 ��� 9，270円 3 連 単 ��� 54，070円

票 数

単勝票数 計 216994 的中 � 91834（1番人気）
複勝票数 計 373115 的中 � 213224（1番人気）� 3172（7番人気）� 31382（4番人気）
枠連票数 計 62532 的中 （2－4） 555（13番人気）
馬連票数 計 269551 的中 �� 3151（16番人気）
馬単票数 計 203639 的中 �� 1822（31番人気）
ワイド票数 計 175006 的中 �� 2116（16番人気）�� 17228（3番人気）�� 831（21番人気）
3連複票数 計 302836 的中 ��� 2449（24番人気）
3連単票数 計 770478 的中 ��� 1033（143番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．1―12．7―13．1―12．7―13．4―13．1―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．2―42．9―56．0―1：08．7―1：22．1―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．7
1
3
・（4，6）－1，8，7（5，9）3－2・（4，6）（1，8，9）（5，7，3）－2

2
4
・（4，6）－1（7，8）9，5，3－2・（4，9）（8，3）（1，6）（7，2）5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードスターダスト 
�
父 シニスターミニスター 

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．3．3 阪神6着

2015．1．31生 牡3栗 母 ジュウゴヤムーン 母母 ポリーズフリート 7戦1勝 賞金 8，800，000円



20031 7月14日 晴 稍重 （30函館2）第3日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：32．8
2：28．6

稍重
不良

33 オメガドラクロワ 牡4青鹿57 C．ルメール 原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 458＋ 62：33．7 2．1�
88 � エンパイアカラー �4黒鹿 57

55 △横山 武史吉澤 克己氏 藤原 辰雄 新冠 ヒカル牧場 502＋ 42：34．12	 5．4�
55 スターフラッシュ 牡4栗 57 吉田 隼人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 B472＋ 42：34．2クビ 3．2�
77 ド ー フ ァ ン 牡3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 518－ 22：35．15 11．5�
66 コスモカンナム 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 文雅 新ひだか 木村 秀則 464＋ 82：35．73	 50．3�
44 グラスアクト 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 444± 0 〃 クビ 106．0	
22 ブライトクォーツ 牡4鹿 57 蛯名 正義 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 478－ 42：35．8	 13．6

11 イルフォーコン 牡5黒鹿57 松岡 正海 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 464± 02：37．5大差 9．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 23，656，500円 複勝： 23，106，200円 枠連： 発売なし
馬連： 33，195，600円 馬単： 18，393，600円 ワイド： 20，452，600円
3連複： 33，417，800円 3連単： 76，432，900円 計： 228，655，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 220円 �� 180円 �� 250円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 2，190円

票 数

単勝票数 計 236565 的中 � 87546（1番人気）
複勝票数 計 231062 的中 � 71219（1番人気）� 41546（3番人気）� 42802（2番人気）
馬連票数 計 331956 的中 �� 53103（2番人気）
馬単票数 計 183936 的中 �� 18476（2番人気）
ワイド票数 計 204526 的中 �� 22754（2番人気）�� 31971（1番人気）�� 18649（4番人気）
3連複票数 計 334178 的中 ��� 48088（1番人気）
3連単票数 計 764329 的中 ��� 25229（2番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．9―12．8―12．8―13．1―13．2―12．4―12．3―12．6―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．2―38．1―50．9―1：03．7―1：16．8―1：30．0―1：42．4―1：54．7―2：07．3―2：20．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．3―3F39．0
1
�
8，7（1，3）－2，6，4，5・（8，7）－3－（1，2）6，5，4

2
�
8，7（1，3）2，6（5，4）
8，7，3＝（1，2，5）－（6，4）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガドラクロワ �

父 ステイゴールド �


母父 Sir Cat デビュー 2016．7．24 函館3着

2014．2．12生 牡4青鹿 母 カ チ バ 母母 Sinister Victory 10戦3勝 賞金 25，050，000円
〔発走状況〕 スターフラッシュ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 スターフラッシュ号は，発走調教再審査。

20032 7月14日 晴 良 （30函館2）第3日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

33 ユアスイスイ 牝4栗 55
54 ☆小崎 綾也ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B486－ 21：09．6 8．5�

11 インシュラー �4鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 454＋16 〃 ハナ 13．7�
44 ノボベイビー 牡3栗 54

53 ☆木幡 初也�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 474－ 21：09．7� 10．8�
56 � サンドスピーダー 牡3鹿 54 蛯名 正義�辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 452－ 21：09．8� 32．6�
67 パッションチカ 牝4鹿 55 国分 恭介冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 458± 0 〃 ハナ 19．0	
55 ヤマノグラップル 牡3青鹿 54

52 △菊沢 一樹澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 462－ 21：09．9	 76．4

79 サレンティーナ 牡4栗 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 0 〃 ハナ 7．3�
710 キュイキュイ 牝4栗 55

53 △横山 武史 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 アタマ 65．3�
811 センショウユウト 牡3鹿 54 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 474＋ 41：10．0クビ 7．5
22 シゲルタイガー 牡4鹿 57 C．ルメール 森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 21：10．1	 5．9�
68 リュウドカズマ 牡3鹿 54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456＋ 41：10．2	 12．4�
812 シンデレラメイク 牝3栗 52 菱田 裕二田島 政光氏 
島 一歩 日高 モリナガファーム 476± 01：10．52 2．9�
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売 得 金
単勝： 27，808，800円 複勝： 39，824，800円 枠連： 10，637，600円
馬連： 44，780，200円 馬単： 20，957，800円 ワイド： 33，231，800円
3連複： 58，628，600円 3連単： 81，282，900円 計： 317，152，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 320円 � 450円 � 360円 枠 連（1－3） 7，220円

馬 連 �� 6，580円 馬 単 �� 11，390円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 2，000円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 17，430円 3 連 単 ��� 95，200円

票 数

単勝票数 計 278088 的中 � 26033（5番人気）
複勝票数 計 398248 的中 � 33460（5番人気）� 22371（9番人気）� 29054（6番人気）
枠連票数 計 106376 的中 （1－3） 1141（26番人気）
馬連票数 計 447802 的中 �� 5270（30番人気）
馬単票数 計 209578 的中 �� 1379（55番人気）
ワイド票数 計 332318 的中 �� 4498（28番人気）�� 4250（29番人気）�� 6611（14番人気）
3連複票数 計 586286 的中 ��� 2522（73番人気）
3連単票数 計 812829 的中 ��� 619（400番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．6―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．4
3 3，4（1，5）（6，8，12）（7，9）（10，11）2 4 3，4（1，5）8（7，6）（9，12）10（2，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ユアスイスイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2016．7．30 札幌2着

2014．1．15生 牝4栗 母 ケイティーズベスト 母母 ケイティーズファースト 12戦3勝 賞金 33，600，000円
〔制裁〕 ノボベイビー号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番・5番）



20033 7月14日 晴 良 （30函館2）第3日 第9競走 ��
��2，000�

が ぎ ゅ う ざ ん

臥 牛 山 特 別
発走14時15分（番組第10競走を順序変更） （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 ゴールドフラッグ 牡3黒鹿54 岩田 康誠合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B502± 02：03．1 3．0�

22 ミッキーバード 牡3鹿 54 C．ルメール 野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 504－10 〃 ハナ 1．9�
33 マイネルパンドーロ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 478＋102：03．31	 9．1�
11 スパイクナード 牝4黒鹿55 小崎 綾也前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 2 〃 クビ 5．0�
77 コウセイマユヒメ 牝7鹿 55 木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 462＋ 22：03．4
 53．2�
44 ゴージャスガール 牝6黒鹿55 藤岡 康太飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 456＋ 22：03．5クビ 14．8	
66 マイネルプレッジ 牡7鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 454± 02：03．92
 59．6

（7頭）

売 得 金
単勝： 24，280，300円 複勝： 22，400，200円 枠連： 発売なし
馬連： 38，627，800円 馬単： 21，809，700円 ワイド： 19，507，300円
3連複： 38，791，100円 3連単： 111，078，100円 計： 276，494，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 160円 �� 330円 �� 300円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 242803 的中 � 63136（2番人気）
複勝票数 計 224002 的中 � 49515（3番人気）� 77949（1番人気）
馬連票数 計 386278 的中 �� 122515（1番人気）
馬単票数 計 218097 的中 �� 25521（3番人気）
ワイド票数 計 195073 的中 �� 38960（1番人気）�� 12829（5番人気）�� 14390（4番人気）
3連複票数 計 387911 的中 ��� 42875（2番人気）
3連単票数 計1110781 的中 ��� 29955（8番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―12．5―12．6―12．8―12．6―12．0―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．6―38．1―50．7―1：03．5―1：16．1―1：28．1―1：39．7―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0
1
3
2－3，5，6－（4，7）－1・（2，3）（6，5）（7，1）4

2
4
2－3，5－6（4，7）1・（2，3）（6，5）（4，7，1）

勝馬の
紹 介

ゴールドフラッグ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2017．7．16 函館4着

2015．4．10生 牡3黒鹿 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 10戦2勝 賞金 26，617，000円

20034 7月14日 晴 稍重 （30函館2）第3日 第10競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時50分（番組第9競走を順序変更） （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

69 クインズヌーサ 牝4鹿 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 464＋ 41：46．2 7．4�
45 ヴィルデローゼ 牝4黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 クビ 2．3�
22 タガノアニード 牝4黒鹿 55

53 △横山 武史八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B468＋ 21：46．62� 5．8�

812 テイエムソレイユ 牝3鹿 52
49 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B482－ 41：46．91� 14．6�

33 ショウナンマシェリ 牝5鹿 55
54 ☆加藤 祥太�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 21：47．0� 74．7�

56 � スマートサクソン 牝4芦 55 横山 和生大川 徹氏 古賀 史生 新冠
スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 486＋ 21：47．1� 27．1	

710 ワタシノロザリオ 牝4青鹿55 菱田 裕二 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 446－ 41：47．31 9．0�

711 サ ン ヘ レ ナ 牝5鹿 55 松岡 正海 
加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 498－12 〃 クビ 16．6�

11 ベルフロレゾン 牝3栗 52 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418＋ 4 〃 ハナ 15．8

813 ジュブリーユ 牝4芦 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B484－ 4 〃 ハナ 62．4�
57 ヴィーナスフローラ 牝4栗 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋101：47．4� 8．0�
44 トラストマヴィア 牝5黒鹿55 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 494＋ 41：47．71� 114．3�
68 ロ ゼ リ ー ナ 牝5栗 55

52 ▲西村 淳也 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：49．19 47．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，164，400円 複勝： 43，164，400円 枠連： 12，295，600円
馬連： 56，687，900円 馬単： 28，162，100円 ワイド： 39，061，800円
3連複： 80，608，500円 3連単： 114，953，200円 計： 408，097，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 130円 � 170円 枠 連（4－6） 1，010円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 430円 �� 580円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 13，170円

票 数

単勝票数 計 331644 的中 � 35792（3番人気）
複勝票数 計 431644 的中 � 47580（4番人気）� 106025（1番人気）� 59665（2番人気）
枠連票数 計 122956 的中 （4－6） 9424（4番人気）
馬連票数 計 566879 的中 �� 39835（3番人気）
馬単票数 計 281621 的中 �� 7027（8番人気）
ワイド票数 計 390618 的中 �� 23135（3番人気）�� 16437（5番人気）�� 31050（1番人気）
3連複票数 計 806085 的中 ��� 32922（2番人気）
3連単票数 計1149532 的中 ��� 6328（23番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．1―12．7―12．5―12．5―12．4―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．3―43．0―55．5―1：08．0―1：20．4―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．2
1
3
5，9，2，13（1，3）－8（7，11）12（4，6，10）・（5，9，13）（2，3，11）1（8，10）（7，12，6）4

2
4
5，9（2，13）－（1，3）（7，8）11，12－10（4，6）・（5，9，13）－3（2，11）（10，6）1（7，12）8，4

勝馬の
紹 介

クインズヌーサ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．1．14 京都14着

2014．4．18生 牝4鹿 母 クィーンオブキネマ 母母 シネマライフ 12戦2勝 賞金 16，800，000円



20035 7月14日 晴 良 （30函館2）第3日 第11競走 ��
��1，200�S T V 杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

札幌テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

11 ハ ウ メ ア 牝4栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 462－ 21：09．0 2．0�
69 ド ウ デ ィ 牡4鹿 57 丸山 元気 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 484＋ 4 〃 ハナ 6．6�
813 ロイヤルメジャー 牝4鹿 55 柴山 雄一本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 456－12 〃 ハナ 9．0�
45 コロラトゥーレ 牝4鹿 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 454＋ 21：09．1� 6．0�
57 	 カフジオリオン 牡6鹿 57 加藤 祥太加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 482－101：09．2クビ 167．3	
56 リ ナ ー テ 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478－10 〃 クビ 7．3

710 ダノンハイパワー 牡4黒鹿57 菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 504＋ 41：09．3
 14．2�
33 � リュウノユキナ 牡3芦 54 五十嵐冬樹蓑島 竜一氏 川島 洋人 新ひだか 藤川フアーム B488＋ 41：09．51 61．1�

（北海道） （北海道）

711 ショウナンマッシブ 牡4鹿 57 池添 謙一国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 478± 01：09．6
 70．1
22 ヒルノマゼラン 牡5黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B502－ 21：09．7
 23．6�
812	 レヴァンテライオン 牡4黒鹿57 藤岡 佑介ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

504－ 2 〃 クビ 75．2�
68 � アポロリュウセイ 牡5栗 57 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 502± 01：10．01� 156．9�
44 ラッシュアウト 4黒鹿57 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 442＋ 21：10．42
 25．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 71，117，500円 複勝： 95，425，100円 枠連： 30，906，200円
馬連： 185，018，900円 馬単： 80，728，100円 ワイド： 98，342，200円
3連複： 261，407，900円 3連単： 401，153，900円 計： 1，224，099，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 180円 � 200円 枠 連（1－6） 740円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 350円 �� 430円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 711175 的中 � 273202（1番人気）
複勝票数 計 954251 的中 � 278352（1番人気）� 116518（3番人気）� 101618（4番人気）
枠連票数 計 309062 的中 （1－6） 32161（3番人気）
馬連票数 計1850189 的中 �� 172467（2番人気）
馬単票数 計 807281 的中 �� 52136（2番人気）
ワイド票数 計 983422 的中 �� 76853（2番人気）�� 58931（3番人気）�� 33426（10番人気）
3連複票数 計2614079 的中 ��� 108843（4番人気）
3連単票数 計4011539 的中 ��� 50823（7番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．7―11．4―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―32．8―44．2―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．2
3 3－4－（12，13）（2，5，8）（6，9，11）（1，10）7 4 3＝4（12，13）（2，5，8）（6，9，11）（1，10）7

勝馬の
紹 介

ハ ウ メ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dansili デビュー 2016．6．25 東京7着

2014．2．24生 牝4栗 母 ダイヤモンドディーバ 母母 Vivianna 11戦4勝 賞金 55，793，000円
〔制裁〕 ドウディ号の騎手丸山元気は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）

カフジオリオン号の騎手加藤祥太は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

20036 7月14日 晴 良 （30函館2）第3日 第12競走 ��1，800�
ゆ の は ま

湯 浜 特 別
発走16時05分 （芝・右）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

33 ハ イ ド ラ ン 牝3黒鹿52 藤岡 康太五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 61：50．9 3．9�
77 スワーヴノートン 牡4鹿 57 北村 友一�NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 476＋ 61：51．0� 6．5�
11 ラ ド ル ク ス 牝3栗 52 池添 謙一水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 498± 0 〃 アタマ 8．2�
22 ユウチェンジ 牡5黒鹿57 C．ルメール�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B502＋ 61：51．1� 2．3�
88 タニノミステリー 牡3黒鹿54 岩田 康誠谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 438＋ 81：51．52� 6．6�
55 ブラックイメル 牝3黒鹿52 菱田 裕二杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 468－ 2 〃 クビ 12．8	
89 コスモスピード 牡4鹿 57 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 450＋ 21：51．71� 20．0�
44 シャイニードライヴ 	4鹿 57 木幡 巧也小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 446＋ 21：51．8� 182．9�
66 
 メルドオール 牡6鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 浦新 徳司 B450－ 6 〃 ハナ 63．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 48，533，200円 複勝： 46，641，600円 枠連： 12，818，800円
馬連： 66，331，500円 馬単： 39，654，700円 ワイド： 44，550，900円
3連複： 83，450，200円 3連単： 178，248，900円 計： 520，229，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 220円 � 260円 枠 連（3－7） 1，420円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 490円 �� 750円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 23，660円

票 数

単勝票数 計 485332 的中 � 98573（2番人気）
複勝票数 計 466416 的中 � 84665（2番人気）� 51529（4番人気）� 42401（5番人気）
枠連票数 計 128188 的中 （3－7） 6977（7番人気）
馬連票数 計 663315 的中 �� 33780（7番人気）
馬単票数 計 396547 的中 �� 9852（11番人気）
ワイド票数 計 445509 的中 �� 24605（6番人気）�� 15179（12番人気）�� 8835（18番人気）
3連複票数 計 834502 的中 ��� 12303（22番人気）
3連単票数 計1782489 的中 ��� 5460（91番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．4―12．6―12．6―12．7―12．2―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―37．7―50．3―1：02．9―1：15．6―1：27．8―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．3
1
3
3，7，1，4（2，6）（5，9）－8
3，7，1，4（5，2）6（8，9）

2
4
3，7－1－4（5，2）6，9－8
3，7，1（4，2）5（9，6）8

勝馬の
紹 介

ハ イ ド ラ ン �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．1．28 京都12着

2015．5．26生 牝3黒鹿 母 ミミオブパラダイス 母母 ヘヴンリーアドヴァイス 7戦2勝 賞金 20，180，000円



（30函館2）第3日 7月14日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 132頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

172，400，000円
3，750，000円
14，650，000円
1，100，000円
18，400，000円
53，723，000円
3，432，000円
1，267，200円

勝馬投票券売得金
371，855，000円
477，243，800円
110，462，500円
620，467，500円
332，301，100円
405，334，800円
821，392，300円
1，394，013，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，533，070，500円

総入場人員 5，360名 （有料入場人員 4，620名）
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