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17013 6月16日 曇 稍重 （1函館1） 第2日 第1競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走9時50分 （芝・右）
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

712 スギノヴォルケーノ 牡3鹿 56 岩田 康誠杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 488－ 41：09．2 1．7�
35 エンジェルカナ 牝3栗 54

53 ☆横山 武史 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 81：09．51� 8．0�
713 デ ィ ノ ー ラ 牝3黒鹿54 小崎 綾也�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 436＋ 41：09．81� 32．2�
58 インディゴブルー 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 418＋ 81：10．22� 6．4�
34 ウインドブラーハ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース武 幸四郎 安平 追分ファーム 442－ 8 〃 アタマ 15．3	
59 	 デルマカトリーナ 牝3鹿 54 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 430－ 81：10．3� 16．0

46 ウインクルマリヒメ 牝3黒鹿54 古川 吉洋�有能 高橋 亮 日高 竹島 幸治 402－ 61：10．4� 13．5�
11 ハコダテカーニバル 牝3鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 474± 01：10．5� 43．1�
47 テーオーターゲット 牡3黒鹿56 城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 496－101：10．6� 18．7
611 パティシエール 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442＋ 8 〃 クビ 56．7�

610 レルシュタープ 牡3黒鹿56 吉田 隼人水上 行雄氏 吉田 直弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋ 21：10．7クビ 55．8�

22 ミヤビアーク 牡3鹿 56 荻野 極村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 B476＋ 61：10．91
 90．1�
23 ゴールドウイスパー 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成居城 寿与氏 南田美知雄 新冠 北勝ファーム 462＋ 21：11．53� 118．2�
815 デュオビギン 牝3栗 54 丹内 祐次小國 和紀氏 牧 光二 新冠 上井農場 B410＋ 2 〃 ハナ 84．2�
814 グッドフライデー 牝3黒鹿54 松岡 正海�下河辺牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 B420＋ 2 （競走中止） 75．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，578，900円 複勝： 53，343，800円 枠連： 10，769，800円
馬連： 41，785，300円 馬単： 25，175，500円 ワイド： 39，007，700円
3連複： 70，215，500円 3連単： 93，320，700円 計： 359，197，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 530円 枠 連（3－7） 460円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 320円 �� 850円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 10，440円

票 数

単勝票数 計 255789 的中 � 118943（1番人気）
複勝票数 計 533438 的中 � 302296（1番人気）� 47135（3番人気）� 10257（8番人気）
枠連票数 計 107698 的中 （3－7） 17805（2番人気）
馬連票数 計 417853 的中 �� 48891（2番人気）
馬単票数 計 251755 的中 �� 21486（2番人気）
ワイド票数 計 390077 的中 �� 35002（2番人気）�� 11245（8番人気）�� 3851（23番人気）
3連複票数 計 702155 的中 ��� 13034（13番人気）
3連単票数 計 933207 的中 ��� 6480（26番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．6―11．7―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．4―46．1―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．8
3 ・（8，12）（5，15）6（4，7，11）13，10（2，1）9－（3，14） 4 ・（8，12）5（6，15）（4，13，7）（2，1，10，11，9）－3－14

勝馬の
紹 介

スギノヴォルケーノ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．7．21 中京7着

2016．1．30生 牡3鹿 母 バクシンカーリー 母母 スギノチビカリアン 8戦1勝 賞金 13，050，000円
〔競走中止〕 グッドフライデー号は，競走中に疾病〔鼻出血並びに心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 インディゴブルー号の騎手坂井瑠星は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔鼻出血による出走制限〕 グッドフライデー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年7月16日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ミヤビアーク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月16日まで平地競走に出走できな

い。
※競走除外馬 セレーネワルツ号（競馬の公正確保のため）
※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。
（非抽選馬） 4頭 スキンズマッチ号・ナックゼウス号・フォーエロ号・フレンチチェリー号

17014 6月16日 曇 重 （1函館1） 第2日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・右）

牝；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

77 チアフルローズ 牝3青鹿 54
53 ☆武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 462± 01：45．9 4．2�
33 ダイヤーズブルーム 牝3鹿 54 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム B466－ 41：46．21� 3．8�
66 ピンクキャンディー 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉澤 克己氏 石坂 公一 浦河 辻 牧場 480－ 21：46．41� 13．5�
89 テイエムメロディー 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 450± 01：47．14 3．0�
810 サウンドウイング 牝3栗 54

53 ☆横山 武史増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 飛渡牧場 422＋ 81：47．63 20．3�
44 ハッシュゴーゴー 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 444＋121：47．7� 6．6	
78 ソ ダ ネ ー 牝3鹿 54 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 436－ 41：49．08 61．8

55 ペネトレーター 牝3鹿 54 国分 恭介 �ローレルレーシング 高橋 康之 新冠 松浦牧場 468－ 2 〃 クビ 13．0�
22 エガオノメガミ 牝3鹿 54 荻野 琢真國分 純氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 61：49．31� 16．2�
11 トゥモロープラン 牝3鹿 54 丹内 祐次下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 416＋ 21：50．89 177．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，819，600円 複勝： 29，039，700円 枠連： 6，049，500円
馬連： 33，525，000円 馬単： 18，914，700円 ワイド： 26，410，600円
3連複： 44，859，600円 3連単： 67，976，700円 計： 247，595，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 150円 � 270円 枠 連（3－7） 750円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 310円 �� 760円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 10，410円

票 数

単勝票数 計 208196 的中 � 39368（3番人気）
複勝票数 計 290397 的中 � 59034（2番人気）� 52811（3番人気）� 21332（6番人気）
枠連票数 計 60495 的中 （3－7） 6192（3番人気）
馬連票数 計 335250 的中 �� 33805（3番人気）
馬単票数 計 189147 的中 �� 9239（6番人気）
ワイド票数 計 264106 的中 �� 23885（3番人気）�� 8426（10番人気）�� 8447（9番人気）
3連複票数 計 448596 的中 ��� 13354（9番人気）
3連単票数 計 679767 的中 ��� 4734（30番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―12．0―12．3―12．6―12．5―12．7―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．8―42．1―54．7―1：07．2―1：19．9―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3
・（9，7）6，10，1，2，4（3，5）8・（9，7）（6，4）3（10，2）5－8－1

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

勝馬の
紹 介

チアフルローズ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．3．2 中山2着

2016．2．4生 牝3青鹿 母 ディアジーローズ 母母 セイカシリアス 5戦1勝 賞金 10，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 エガオノメガミ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月16日まで平地競走に出走でき

ない。
※競走除外馬 ジューンハルジオン号・トーセンコハク号・ミルメルシー号・メイショウミヤラビ号（競馬の公正確保のため）

第１回 函館競馬 第２日



17015 6月16日 曇 重 （1函館1） 第2日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

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
57．7
56．9

重
重

77 ニシノゴウウン �3青鹿56 岩田 康誠西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 474＋ 4 59．9 34．3�
22 ローマノキュウジツ 牝3鹿 54 藤岡 康太鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 新ひだか 幌村牧場 490＋ 41：00．0� 3．4�
55 キラキラブシ 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 酒井 秀紀 474 ―1：00．42� 15．6�
11 マロンクルール 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 410＋ 21：00．5� 64．8�

810 フラッシュノワール 牡3黒鹿 56
55 ☆横山 武史 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 468－ 81：01．77 3．1	

89 シダクティブノンコ 牝3栗 54 松岡 正海吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 476＋101：01．8� 3．3

66 キョウエイメサイア 牝3鹿 54 柴山 雄一田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木ファーム 456＋161：02．12 5．6�
78 ビザージュミニョン 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成松尾 勝裕氏 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 460－12 〃 クビ 42．7�
33 ミ ラ ー ジ ュ 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅�パニオロ 水野 貴広 浦河 小島牧場 434－ 21：02．73� 124．9
44 ラブイズブラインド 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 470＋ 4 （競走中止） 40．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，711，900円 複勝： 26，200，000円 枠連： 9，718，700円
馬連： 33，394，600円 馬単： 21，134，500円 ワイド： 24，211，400円
3連複： 46，264，900円 3連単： 73，040，400円 計： 258，676，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，430円 複 勝 � 480円 � 150円 � 360円 枠 連（2－7） 2，380円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 11，180円

ワ イ ド �� 890円 �� 3，450円 �� 930円

3 連 複 ��� 13，910円 3 連 単 ��� 115，110円

票 数

単勝票数 計 247119 的中 � 5755（6番人気）
複勝票数 計 262000 的中 � 11373（6番人気）� 61816（1番人気）� 16314（5番人気）
枠連票数 計 97187 的中 （2－7） 3152（7番人気）
馬連票数 計 333946 的中 �� 6464（10番人気）
馬単票数 計 211345 的中 �� 1417（32番人気）
ワイド票数 計 242114 的中 �� 7192（7番人気）�� 1732（26番人気）�� 6816（9番人気）
3連複票数 計 462649 的中 ��� 2493（36番人気）
3連単票数 計 730404 的中 ��� 460（236番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．0―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―35．0―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノゴウウン �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．6．30 福島6着

2016．3．10生 �3青鹿 母 ヒシクリッパー 母母 ヒシバラード 7戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ミラージュ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 ラブイズブラインド号は，競走中に疾病〔左第1指骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔その他〕 シダクティブノンコ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シダクティブノンコ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年7月16日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕ミラージュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月16日まで平地競走に出走できない。
※競走除外馬 テイエムラブラリー号・メイショウバーバラ号（競馬の公正確保のため）

17016 6月16日 曇 稍重 （1函館1） 第2日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時20分 （芝・右）
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
1：45．7
1：43．9

良
良

55 マイタイムオブデイ 牝3栗 54
51 ▲団野 大成 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 440－ 61：48．9 42．6�

812� マレキアーレ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 池添 学 米 Dixiana
Farms LLC B488＋ 61：49．11� 11．2�

68 ゲットリズム 牡3鹿 56 柴山 雄一ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B498－ 4 〃 クビ 10．9�

67 キ ュ ロ ン 牡3鹿 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 21：49．84 18．7�
56 エンパワーメント 	3鹿 56 黛 弘人吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 418－20 〃 アタマ 164．3�
33 バイキングクラップ 牡3鹿 56 D．レーン �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 512 ― 〃 アタマ 2．1	

（豪）

811 リヴォルバー 牝3鹿 54 吉田 隼人薪浦 亨氏 石橋 守 新ひだか 木下牧場 472＋161：50．01� 3．5

11 ゴールドエクセル 牝3栗 54 松岡 正海居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 426－ 2 〃 クビ 10．7�
22 セイウンシェリー 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー
クスタツド 440＋ 61：50．31
 31．7�

710 ラ テ ル ネ ラ 牝3栗 54 丹内 祐次一村 哲也氏 高木 登 日高 高山牧場 436＋ 6 〃 ハナ 143．3
79 ウラカワノオト 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星ニューワールドレー
シング� 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 440＋ 41：51．15 10．3�

44 サンマルエトワール 牝3黒鹿54 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 460＋161：51．2クビ 189．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，185，800円 複勝： 29，936，700円 枠連： 9，853，400円
馬連： 36，985，700円 馬単： 23，052，600円 ワイド： 29，404，400円
3連複： 50，379，100円 3連単： 75，315，300円 計： 283，113，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，260円 複 勝 � 1，010円 � 300円 � 270円 枠 連（5－8） 3，480円

馬 連 �� 17，950円 馬 単 �� 46，220円

ワ イ ド �� 4，740円 �� 3，900円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 35，240円 3 連 単 ��� 312，020円

票 数

単勝票数 計 281858 的中 � 5283（9番人気）
複勝票数 計 299367 的中 � 6649（9番人気）� 27543（5番人気）� 31596（3番人気）
枠連票数 計 98534 的中 （5－8） 2193（12番人気）
馬連票数 計 369857 的中 �� 1596（36番人気）
馬単票数 計 230526 的中 �� 374（75番人気）
ワイド票数 計 294044 的中 �� 1570（34番人気）�� 1917（31番人気）�� 6594（13番人気）
3連複票数 計 503791 的中 ��� 1072（77番人気）
3連単票数 計 753153 的中 ��� 175（516番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―12．0―12．2―12．0―12．1―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―35．8―48．0―1：00．0―1：12．1―1：24．3―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．8
1
3
・（7，12）（2，5）（1，10，11）8（6，4）9，3・（7，12）（2，5，11）8（10，9）（1，6）（4，3）

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

勝馬の
紹 介

マイタイムオブデイ �
�
父 Australia �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．2．10 小倉17着

2016．4．16生 牝3栗 母 ラックビーアレディトゥナイト 母母 Sumora 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※競走除外馬 アドマイヤビーナス号・イッツマイウェイ号・ゼットレオ号・プロム号（競馬の公正確保のため）
※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。
（非抽選馬） 4頭 コパカティ号・コルネット号・シードラゴン号・ノーチカルチャート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



17017 6月16日 曇 稍重 （1函館1） 第2日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時10分 （芝・右）

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

44 オータムレッド 牝2栗 54 D．レーン 青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 424 ―1：10．9 3．5�
（豪）

22 ビ ア ン フ ェ 牡2鹿 54 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 502 ― 〃 クビ 2．8�

33 ヴァクストゥーム 牡2鹿 54
53 ☆坂井 瑠星 �ローレルレーシング 吉田 直弘 浦河 谷川牧場 448 ―1：11．11 8．8�

810 アイオライト 牡2黒鹿 54
53 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 470 ―1：11．41� 12．5�

66 ウインアクティーボ 牡2鹿 54 松岡 正海�ウイン 高木 登 浦河 宮内牧場 486 ―1：11．71� 17．2�
78 ア ビ エ ル ト 牡2鹿 54 荻野 極野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 474 ―1：11．8� 41．4	
77 ト ネ ー ル 牝2鹿 54 秋山真一郎
桑田牧場 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 414 ―1：12．01� 32．5�
11 インノバドール 牝2鹿 54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 458 ―1：12．53 4．6�
55 クールインパクト 牡2栗 54 吉田 隼人佐藤 範夫氏 西村 真幸 日高 ナカノファーム 496 ―1：12．6クビ 37．6
89 ソルトクリスタル 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 広田牧場 472 ―1：12．91� 72．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 38，417，100円 複勝： 33，142，100円 枠連： 8，115，000円
馬連： 39，839，500円 馬単： 24，703，200円 ワイド： 28，824，500円
3連複： 54，831，600円 3連単： 91，275，000円 計： 319，148，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 120円 � 190円 枠 連（2－4） 500円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 250円 �� 570円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 4，850円

票 数

単勝票数 計 384171 的中 � 92179（2番人気）
複勝票数 計 331421 的中 � 75767（2番人気）� 86604（1番人気）� 32274（4番人気）
枠連票数 計 81150 的中 （2－4） 12575（1番人気）
馬連票数 計 398395 的中 �� 66885（1番人気）
馬単票数 計 247032 的中 �� 19268（2番人気）
ワイド票数 計 288245 的中 �� 32896（2番人気）�� 11967（7番人気）�� 12795（5番人気）
3連複票数 計 548316 的中 ��� 32577（2番人気）
3連単票数 計 912750 的中 ��� 13643（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．2―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．7―47．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オータムレッド �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2017．1．30生 牝2栗 母 ティッカーコード 母母 ティッカーテープ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※競走除外馬 フィロス号（競馬の公正確保のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17018 6月16日 曇 重 （1函館1） 第2日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12時40分 （ダート・右）

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

813 エンダウメント 牡3黒鹿56 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506± 01：46．3 2．2�

45 マテラサンオウ 牡3黒鹿56 池添 謙一大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 450＋ 21：46．51� 6．4�
69 メイショウオトワ 牝3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 448＋101：46．6� 12．1�
11 デンコウミシオン 牝3黒鹿54 城戸 義政田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 424－ 21：47．02� 7．0�
22 カガストロング 牡3栗 56 荻野 極香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 B466－ 41：47．53 13．2�
812 ボルンカズマ 牡3栗 56

55 ☆横山 武史合同会社雅苑興業 栗田 徹 浦河 高昭牧場 B496± 0 〃 クビ 38．8�
56 テンプテーション 牡3鹿 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場 472＋ 41：47．81� 22．4	
44 ペイシャルフェ 牝3黒鹿54 江田 照男北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 二風谷ファーム 428± 01：47．9� 129．6

711 ブラックテキーラ 牡3栗 56

55 ☆富田 暁黒澤 尚氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 500± 01：48．0� 128．6�
57 ラ ラ ム リ 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅前田 葉子氏 和田正一郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432＋ 21：48．74 93．0�

33 ベストオンアース 牝3栗 54 岩田 康誠須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 B478－ 21：48．8クビ 10．8�
710 ミコクイーン 牝3栗 54 黛 弘人古賀 慎一氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 41：49．54 6．9�
68 ビップセーラ 牝3栗 54 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 482＋181：50．35 103．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，832，400円 複勝： 35，205，800円 枠連： 7，611，100円
馬連： 38，994，100円 馬単： 22，259，700円 ワイド： 31，184，200円
3連複： 57，076，000円 3連単： 78，831，600円 計： 295，994，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 170円 � 250円 枠 連（4－8） 710円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 310円 �� 490円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 6，860円

票 数

単勝票数 計 248324 的中 � 90149（1番人気）
複勝票数 計 352058 的中 � 96936（1番人気）� 51080（2番人気）� 26671（7番人気）
枠連票数 計 76111 的中 （4－8） 8228（1番人気）
馬連票数 計 389941 的中 �� 43764（1番人気）
馬単票数 計 222597 的中 �� 15621（1番人気）
ワイド票数 計 311842 的中 �� 28598（1番人気）�� 16207（4番人気）�� 7523（13番人気）
3連複票数 計 570760 的中 ��� 21218（2番人気）
3連単票数 計 788316 的中 ��� 8321（3番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．8―13．1―13．1―12．5―13．0―12．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．7―42．8―55．9―1：08．4―1：21．4―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3
3，7（1，9）（6，13）（2，8）（5，10）（4，12）－11・（3，9）（7，13）（1，6）5（2，8，10，12）（11，4）

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

勝馬の
紹 介

エンダウメント �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2018．12．28 阪神2着

2016．4．29生 牡3黒鹿 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 5戦1勝 賞金 11，100，000円
※競走除外馬 ヤマニンヒラソル号（競馬の公正確保のため）



17019 6月16日 曇 重 （1函館1） 第2日 第7競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時10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
57．7
56．9

重
重

88 セレナライティア 牝4栗 55
52 ▲菅原 明良島川 利子氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 4 59．1 6．7�
66 バナナボート 牡5栗 57

56 ☆富田 暁田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 444± 0 〃 ハナ 14．2�
22 スマートモリガン 牝3青鹿 52

49 ▲亀田 温心大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 466＋ 4 59．2� 3．0�
77 スリーチェイサー 牡4鹿 57 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 486＋14 〃 クビ 4．3�
44 フジマサクイーン 牝5鹿 55

54 ☆横山 武史藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B448－ 4 59．51� 10．4�
55 ジュブリーユ 牝5芦 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B486－ 4 59．71 5．9	
33 サノノショウグン �5栗 57 木幡 初也佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 454± 0 〃 アタマ 6．6

11 ランネシアーナ 牝3栗 52 荻野 琢真太田 勝久氏 作田 誠二 浦河 大道牧場 448± 0 59．8� 14．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 20，920，600円 複勝： 17，836，100円 枠連： 発売なし
馬連： 35，885，800円 馬単： 19，389，900円 ワイド： 21，853，600円
3連複： 39，905，700円 3連単： 74，535，500円 計： 230，327，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 330円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 590円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 26，240円

票 数

単勝票数 計 209206 的中 � 24864（5番人気）
複勝票数 計 178361 的中 � 20225（5番人気）� 12018（8番人気）� 30824（1番人気）
馬連票数 計 358858 的中 �� 6101（25番人気）
馬単票数 計 193899 的中 �� 2004（40番人気）
ワイド票数 計 218536 的中 �� 4050（25番人気）�� 9797（7番人気）�� 8153（10番人気）
3連複票数 計 399057 的中 ��� 8139（18番人気）
3連単票数 計 745355 的中 ��� 2059（128番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．4―46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．1
3 ・（2，8）－7（1，6）（3，4，5） 4 ・（2，8）－7，1，6（3，4）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セレナライティア �

父 スマートファルコン �


母父 Officer デビュー 2018．1．13 中山7着

2015．2．7生 牝4栗 母 チーフオフィサーⅡ 母母 Guilty Pleasure 8戦2勝 賞金 13，250，000円
※競走除外馬 フィールドステイ号・ポップスフラッシュ号・ラガーユミリン号（競馬の公正確保のため）

17020 6月16日 曇 稍重 （1函館1） 第2日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時40分 （500万円以下） （芝・右）
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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 ヒシゲッコウ 牡3黒鹿54 D．レーン 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480－102：02．7 1．4�
（豪）

55 レーガノミクス 牡4鹿 57 川田 将雅�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 512－ 62：02．91� 5．1�
44 アドマイヤリーブラ 牡3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 クビ 8．4�
22 マイネルユニブラン 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 518－ 6 〃 アタマ 38．8�
66 ダークナイトムーン 	4鹿 57 藤岡 佑介 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468－142：03．11� 23．9	
77 スカイシアター 牝3鹿 52

51 ☆横山 武史 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 416＋ 2 〃 クビ 15．6

88 タガノスカイハイ 牡4鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 02：03．2クビ 10．3�
33 ジッパーレーン 牝5青鹿 55

54 ☆武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 450－ 22：03．41� 77．6�
89 ジュンエスポワール 牡4黒鹿 57

54 ▲団野 大成河合 純二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 486＋282：03．93 141．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 28，213，000円 複勝： 93，475，900円 枠連： 6，399，700円
馬連： 34，717，100円 馬単： 28，310，900円 ワイド： 26，436，900円
3連複： 43，139，500円 3連単： 118，755，200円 計： 379，448，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 130円 � 140円 枠 連（1－5） 410円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 170円 �� 240円 �� 300円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，340円

票 数

単勝票数 計 282130 的中 � 155189（1番人気）
複勝票数 計 934759 的中 � 734215（1番人気）� 55154（2番人気）� 40444（3番人気）
枠連票数 計 63997 的中 （1－5） 12027（1番人気）
馬連票数 計 347171 的中 �� 73992（1番人気）
馬単票数 計 283109 的中 �� 50710（1番人気）
ワイド票数 計 264369 的中 �� 44248（1番人気）�� 27445（2番人気）�� 19454（5番人気）
3連複票数 計 431395 的中 ��� 57535（1番人気）
3連単票数 計1187552 的中 ��� 63970（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．6―12．9―12．7―12．7―12．5―12．0―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．9―49．8―1：02．5―1：15．2―1：27．7―1：39．7―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0
1
3
・（3，5）（2，8）（7，9）6，1，4・（3，5）（2，8）（7，9）6，1，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒシゲッコウ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．1．5 中山1着

2016．2．9生 牡3黒鹿 母 ラ ル ケ ッ ト 母母 ア ズ サ ユ ミ 3戦2勝 賞金 18，548，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



17021 6月16日 曇 稍重 （1函館1） 第2日 第9競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時15分 （500万円以下） （芝・右）
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

11 リーディングエッジ 牡4鹿 57 D．レーン ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516－ 21：09．5 2．9�

（豪）

68 � コスモペリドット 牡5栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-
vestments Ltd 496＋ 21：10．03 3．1�

33 	 モ ハ ー 牝5栗 55 四位 洋文北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 492＋ 41：10．1
 6．7�
56 ドゥモワゼル 牝5鹿 55 勝浦 正樹小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 468＋ 61：10．2クビ 33．8�
55 スリーケープマンボ �4鹿 57 松田 大作永井商事	 武 英智 浦河 信岡牧場 B494－ 8 〃 ハナ 11．0

710 ササノユキオルフェ 牡4栗 57 池添 謙一佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 500－ 41：10．3� 17．6�
44 トーホウビスカヤ 牝5鹿 55 柴山 雄一東豊物産	 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 490± 01：10．51 13．7�
67 	 ヒロノオウカン 牡4青鹿 57

54 ▲菅原 明良小野 博郷氏 蛯名 利弘 清水 小野瀬 竜馬 450－ 41：10．6
 167．2
79 ル ア 牝5黒鹿55 黛 弘人榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 21：10．7
 59．1�
22 ニシノオトコマサリ 牝4青鹿 55

54 ☆武藤 雅成田 隆好氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 410－10 〃 アタマ 39．4�
811 レジェンドソウル 牡4黒鹿57 岩田 康誠落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 B458＋ 61：10．91
 8．9�
812 スワーヴポルトス 牡4鹿 57 吉田 隼人	NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 452＋141：11．11
 29．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，659，800円 複勝： 37，207，300円 枠連： 12，561，600円
馬連： 64，634，400円 馬単： 31，350，900円 ワイド： 40，507，100円
3連複： 77，874，700円 3連単： 121，372，100円 計： 418，167，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（1－6） 550円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 220円 �� 490円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 5，140円

票 数

単勝票数 計 326598 的中 � 88767（1番人気）
複勝票数 計 372073 的中 � 93695（1番人気）� 91417（2番人気）� 41897（3番人気）
枠連票数 計 125616 的中 （1－6） 17550（1番人気）
馬連票数 計 646344 的中 �� 90271（1番人気）
馬単票数 計 313509 的中 �� 22199（1番人気）
ワイド票数 計 405071 的中 �� 54236（1番人気）�� 18984（6番人気）�� 27533（2番人気）
3連複票数 計 778747 的中 ��� 49642（1番人気）
3連単票数 計1213721 的中 ��� 17088（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―11．7―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．8―46．5―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．7
3 5，4，1（6，11）8（7，9，12）（2，3，10） 4 5（1，4）（6，11，8）（7，9）12（2，3，10）

勝馬の
紹 介

リーディングエッジ �
�
父 New Approach �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．6．24 東京11着

2015．3．12生 牡4鹿 母 ローズトレイル 母母 Mannington 4戦1勝 賞金 9，500，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17022 6月16日 小雨 重 （1函館1） 第2日 第10競走 ��
��1，700�

き こ な い

木 古 内 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1勝クラス（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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

11 リワードアンヴァル 牡3栗 54 藤岡 佑介宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 498＋ 21：44．0 1．5�

88 レッドオールデン �4鹿 57 D．レーン �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 486± 01：45．27 5．1�
（豪）

22 テイエムソレイユ 牝4鹿 55 川田 将雅竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B498＋ 2 〃 ハナ 5．7�
44 ナイルデルタ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 482－ 8 〃 ハナ 9．0�
66 グリニッジシチー 牡3栗 54 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 480＋ 21：45．73 28．0	
77 ペイシャリサ 牝5栗 55 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 494＋ 21：46．76 106．0

89 デルマカミカゼ 牡4黒鹿57 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 456－ 41：47．23 45．9�
33 ダノンテアトロ 牡4鹿 57 松田 大作�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 462－ 41：49．5大差 37．2�
55 コリーヌヴェルト 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 516＋36 （競走中止） 30．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，956，600円 複勝： 91，342，100円 枠連： 12，150，300円
馬連： 62，495，700円 馬単： 42，847，000円 ワイド： 46，643，200円
3連複： 82，959，400円 3連単： 200，719，200円 計： 586，113，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－8） 390円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 170円 �� 150円 �� 310円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，370円

票 数

単勝票数 計 469566 的中 � 240998（1番人気）
複勝票数 計 913421 的中 � 605654（1番人気）� 82505（3番人気）� 109583（2番人気）
枠連票数 計 121503 的中 （1－8） 23866（2番人気）
馬連票数 計 624957 的中 �� 122371（1番人気）
馬単票数 計 428470 的中 �� 54989（2番人気）
ワイド票数 計 466432 的中 �� 73766（2番人気）�� 87786（1番人気）�� 29485（5番人気）
3連複票数 計 829594 的中 ��� 127753（1番人気）
3連単票数 計2007192 的中 ��� 105815（2番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．9―12．8―13．0―12．4―12．3―11．6―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．0―42．8―55．8―1：08．2―1：20．5―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リワードアンヴァル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 オペラハウス デビュー 2018．7．29 札幌8着

2016．4．20生 牡3栗 母 リワードエンプレス 母母 リワードピジョン 9戦2勝 賞金 29，319，000円
〔競走中止〕 コリーヌヴェルト号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，4コーナーで転倒したため競走中止。
〔その他〕 デルマカミカゼ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンテアトロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月16日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 デルマカミカゼ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年7月16日まで出走できない。
※競走除外馬 ブラックカード号・メイショウテンダン号（競馬の公正確保のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



17023 6月16日 小雨 稍重 （1函館1） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第26回函館スプリントステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

710 カイザーメランジェ 牡4鹿 56 江田 照男友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 472－ 41：08．4 15．7�
711� アスターペガサス 牡3栗 52 小崎 綾也加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

494－ 61：08．61� 3．9�
813 タワーオブロンドン 牡4鹿 58 D．レーン ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518± 0 〃 クビ 1．8�
（豪）

57 ダイメイフジ 牡5鹿 56 松岡 正海宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 514＋ 61：08．7� 7．4�
22 ペイシャフェリシタ 牝6黒鹿54 岩田 康誠北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 494± 01：09．01� 4．7�
69 ユキノアイオロス �11鹿 56 木幡 初也井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 486－ 21：09．32 73．8�
11 サフランハート 牡6鹿 56 勝浦 正樹海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 462＋ 41：09．51� 22．6�

（7頭）
33 シ ュ ウ ジ 牡6鹿 57 秋山真一郎安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 000 （競走除外）

44 ライトオンキュー 牡4鹿 56 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 000 （競走除外）

45 リ ナ ー テ 牝5黒鹿54 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 000 （競走除外）

56 ダノンスマッシュ 牡4鹿 57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 000 （競走除外）

68 トウショウピスト 牡7鹿 56 横山 和生トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 000 （競走除外）

812 タマモブリリアン 牝6黒鹿54 菱田 裕二タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 164，182，200円 複勝： 158，245，300円 枠連： 29，915，300円
馬連： 303，555，900円 馬単： 221，411，800円 ワイド： 119，644，700円
3連複： 401，690，900円 3連単： 1，325，520，600円 計： 2，724，166，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 570円 � 210円 枠 連（7－7） 1，890円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 500円 �� 430円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 14，460円

票 数

単勝票数 計1641822 的中 � 83650（5番人気）
複勝票数 計1582453 的中 � 92812（5番人気）� 342537（2番人気）
枠連票数 計 299153 的中 （7－7） 12236（7番人気）
馬連票数 計3035559 的中 �� 122635（8番人気）
馬単票数 計2214118 的中 �� 42517（17番人気）
ワイド票数 計1196447 的中 �� 52388（8番人気）�� 62276（7番人気）�� 213292（1番人気）
3連複票数 計4016909 的中 ��� 250988（4番人気）
3連単票数 計13255206 的中 ��� 66417（55番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．1―11．3―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．4―45．7―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．0
3 10，11－（2，7）13（1，9） 4 10，11（2，7）13（1，9）

勝馬の
紹 介

カイザーメランジェ �
�
父 サクラオリオン �

�
母父 サクラプレジデント デビュー 2017．10．15 新潟14着

2015．4．29生 牡4鹿 母 サクラジュレップ 母母 サクラブルース 23戦4勝 賞金 109，051，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔競走除外〕 シュウジ号・ライトオンキュー号・リナーテ号・ダノンスマッシュ号・トウショウピスト号・タマモブリリアン号は，競馬の公正確
保のため競走除外。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17024 6月16日 曇 稍重 （1函館1） 第2日 第12競走 ��
��1，800�

ほ く と

北 斗 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．6．16以降1．6．9まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

33 リリックドラマ 牝5鹿 53 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462－ 81：49．0 3．9�

44 � トーセンスーリヤ 牡4栗 55 荻野 極島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 470＋ 41：49．1� 6．8�

55 シスターフラッグ 牝4黒鹿52 吉田 隼人合同会社小林英一
ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 504＋ 81：49．2� 14．5�

22 サ ン シ ロ ウ 牡5鹿 54 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B490＋ 21：49．3� 7．3�
66 ノーブルカリナン 牝4黒鹿53 藤岡 康太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 448－121：49．51� 5．5�
11 ロードプレミアム 牡6黒鹿54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 508＋ 61：49．6クビ 13．1�
88 ケルフロイデ 牡6鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 クビ 3．3�
89 プレイヤーサムソン 牡6鹿 55 四位 洋文嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 476－ 21：50．02� 13．8�
77 ル ー モ ス 牝4黒鹿52 横山 和生山本 武司氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 468－121：50．74 45．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 61，794，200円 複勝： 77，472，800円 枠連： 19，477，400円
馬連： 113，728，900円 馬単： 53，291，000円 ワイド： 78，918，700円
3連複： 143，665，100円 3連単： 243，963，600円 計： 792，311，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 170円 � 360円 枠 連（3－4） 1，330円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 450円 �� 990円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 18，660円

票 数

単勝票数 計 617942 的中 � 124612（2番人気）
複勝票数 計 774728 的中 � 139091（2番人気）� 132556（3番人気）� 43520（8番人気）
枠連票数 計 194774 的中 （3－4） 11284（5番人気）
馬連票数 計1137289 的中 �� 61247（4番人気）
馬単票数 計 532910 的中 �� 16056（6番人気）
ワイド票数 計 789187 的中 �� 48331（3番人気）�� 19747（16番人気）�� 17961（18番人気）
3連複票数 計1436651 的中 ��� 22460（19番人気）
3連単票数 計2439636 的中 ��� 9474（66番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―12．3―12．7―12．5―12．2―11．9―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―36．9―49．6―1：02．1―1：14．3―1：26．2―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．7
1
3
3，8（4，9）（5，7）（2，6）－1
3，8（4，9）5（2，6，7）－1

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

勝馬の
紹 介

リリックドラマ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．26 京都6着

2014．5．7生 牝5鹿 母 ヴェルヴェットクイーン 母母 Velvet Moon 23戦3勝 賞金 64，545，000円
※競走除外馬 ケージーキンカメ号・サウンドバーニング号・シュバルツボンバー号・プティットクルール号・
ムーンレイカー号（競馬の公正確保のため）

３レース目

―
―
―
―
―
―



（1函館1）第2日 6月16日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 124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

227，050，000円
2，570，000円
17，080，000円
1，550，000円
22，040，000円
51，038，000円
3，343，000円
1，190，400円

勝馬投票券売得金
517，272，100円
682，447，600円
132，621，800円
839，542，000円
531，841，700円
513，047，000円
1，112，862，000円
2，564，625，900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 6，894，260，100円

総入場人員 9，708名 （有料入場人員 ）
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