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17049 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時50分 （芝・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
1：06．8
1：06．5

良
良

816 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 422＋ 41：09．3 4．7�

12 アセンダント 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 448＋101：09．62 10．7�

713 シュンカジョウ 牝3鹿 54 C．ルメール 河内 孝夫氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 436－ 21：09．7� 8．8�
23 デ ィ ノ ー ラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 444＋ 81：09．8� 5．9�
24 テ ィ レ ニ ア 牝3栗 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：09．9クビ 2．8	
611 ショウナンバニラ 牝3鹿 54 北村 友一�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 430＋141：10．0� 13．3

612 レッドルーナ 牝3青鹿 54

53 ☆武藤 雅 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 474＋ 81：10．21� 43．0�
59 ウインドブラーハ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース武 幸四郎 安平 追分ファーム 442± 01：10．41 28．8�
815 サンアクロン 牝3栗 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 中橋 正 458－ 41：10．5� 98．8
36 カワイイスイーパー 牝3黒鹿54 竹之下智昭國分 純氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 468＋ 81：10．71� 67．1�
714 ノースカガヤキ 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470± 01：10．8クビ 114．9�
11 メルヘンステージ 牝3栗 54 藤岡 康太�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 B478－ 8 〃 クビ 39．5�
35 ロ ジ タ イ ム 牝3鹿 54 池添 謙一久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 446－ 4 〃 ハナ 56．3�
48 ヒ マ ワ リ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 21：10．9� 15．9�
47 ユアハピネス 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心�清水牧場 梅田 智之 平取 清水牧場 B428－ 21：11．0� 25．6�
510 パッションフラワー 牝3鹿 54 国分 恭介深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか 前川 勝春 388－161：11．1� 298．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，598，300円 複勝： 45，770，600円 枠連： 11，506，300円
馬連： 40，382，000円 馬単： 20，569，300円 ワイド： 38，020，600円
3連複： 67，398，400円 3連単： 72，862，900円 計： 320，108，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 410円 � 280円 枠 連（1－8） 2，650円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 800円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 10，090円 3 連 単 ��� 47，670円

票 数

単勝票数 計 235983 的中 � 39409（2番人気）
複勝票数 計 457706 的中 � 95992（2番人気）� 23915（5番人気）� 39365（4番人気）
枠連票数 計 115063 的中 （1－8） 3362（11番人気）
馬連票数 計 403820 的中 �� 9691（11番人気）
馬単票数 計 205693 的中 �� 3199（16番人気）
ワイド票数 計 380206 的中 �� 8158（14番人気）�� 12602（7番人気）�� 3835（28番人気）
3連複票数 計 673984 的中 ��� 5005（30番人気）
3連単票数 計 728629 的中 ��� 1108（132番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．8―11．2―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンジェルカナ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 Rahy デビュー 2018．9．1 新潟9着

2016．4．13生 牝3栗 母 ゲイリーピクシー 母母 フアイブフランス 8戦1勝 賞金 11，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 カワイイスイーパー号・パッションフラワー号・ノースカガヤキ号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和元年8月29日まで平地競走に出走できない。

17050 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第2競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時25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

22 メイショウメイリン 牡3黒鹿 56
53 ▲亀田 温心松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 456± 0 59．5 2．9�

56 アイファーアクター 牡3鹿 56 藤岡 佑介中島 稔氏 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 466－ 41：00．35 9．7�
812 カネショウベリー 牝3芦 54 岩田 康誠清水 正裕氏 古賀 史生 日高 サンシャイン

牧場 434＋ 21：00．51� 5．4�
79 ジャスパーマリン 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 ヒカル牧場 456± 01：00．71 29．3�
811 ソルパシオン 牡3栗 56 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 478－ 21：01．44 6．3�
44 プリモパンサー 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B452＋ 21：01．71� 18．1

68 ローマノキュウジツ 牝3鹿 54 藤岡 康太フェニックスレーシング 牧浦 充徳 新ひだか 幌村牧場 490± 0 〃 クビ 3．0�
33 ラインシャーロット 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 450＋ 41：02．01� 65．8�
11 ザセイシュンズモウ 牝3栗 54 黛 弘人芳賀 克也氏 伊藤 伸一 浦河 荻伏三好フ

アーム 432＋ 2 〃 クビ 121．9
710 セレーネワルツ 牝3栗 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか タイヘイ牧場 418－ 21：02．1� 148．8�
67 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 B418＋ 81：03．05 50．9�
55 デルマオイセサン 牝3鹿 54 川島 信二浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 478 ―1：03．95 228．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，092，200円 複勝： 34，142，000円 枠連： 8，058，400円
馬連： 36，031，900円 馬単： 23，649，700円 ワイド： 31，156，200円
3連複： 51，230，100円 3連単： 79，918，200円 計： 290，278，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 300円 � 180円 枠 連（2－5） 1，510円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 490円 �� 320円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 9，320円

票 数

単勝票数 計 260922 的中 � 70030（1番人気）
複勝票数 計 341420 的中 � 88746（1番人気）� 21455（5番人気）� 47160（3番人気）
枠連票数 計 80584 的中 （2－5） 4114（4番人気）
馬連票数 計 360319 的中 �� 20643（6番人気）
馬単票数 計 236497 的中 �� 7632（10番人気）
ワイド票数 計 311562 的中 �� 16218（6番人気）�� 26882（3番人気）�� 8986（10番人気）
3連複票数 計 512301 的中 ��� 19964（7番人気）
3連単票数 計 799182 的中 ��� 6213（26番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―35．0―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウメイリン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2018．11．17 京都3着

2016．4．2生 牡3黒鹿 母 シニスタークイーン 母母 フォーリアクイーン 7戦1勝 賞金 13，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマオイセサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月29日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 デュオビギン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月29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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 レイナアブソルータ号・ローブドール号

第１回 函館競馬 第５日



17051 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時55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

22 ジュリアヴィーナス 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太小國 和紀氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 498± 01：47．4 7．9�

710 メイショウオトワ 牝3栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 444－ 4 〃 ハナ 4．3�
45 スカーレットサクラ 牝3栗 54 川島 信二新井 浩明氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 508＋ 4 〃 クビ 29．7�
68 ビ ケ ッ ト 牝3鹿 54 荻野 極小林竜太郎氏 高柳 大輔 新冠 須崎牧場 434＋ 21：47．5� 55．7�
56 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 482＋ 21：47．6� 7．9�
69 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 B470＋ 41：47．91� 2．8�
711 モーンストルム 牝3鹿 54 丹内 祐次 	ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 434＋ 61：48．0� 26．4

33 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 454＋ 41：48．1クビ 7．5�
11 ブライトアクトレス 牝3栗 54 武 豊岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 492－ 41：48．52� 7．5�
57 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 424＋ 21：49．13� 77．3
812 セクシオンドール 牝3黒鹿54 大野 拓弥梶本 尚嗣氏 和田 勇介 浦河 宮内牧場 470－121：49．52� 37．7�
44 ジュルビアン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 	ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 474± 01：50．67 79．7�
813 ペネトレーター 牝3鹿 54 松田 大作 	ローレルレーシング 高橋 康之 新冠 松浦牧場 B472＋ 41：50．81� 79．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，667，600円 複勝： 37，528，400円 枠連： 7，813，600円
馬連： 34，917，400円 馬単： 18，814，400円 ワイド： 31，470，500円
3連複： 53，841，300円 3連単： 67，369，800円 計： 273，423，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 250円 � 160円 � 540円 枠 連（2－7） 1，600円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 690円 �� 3，160円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 13，460円 3 連 単 ��� 71，820円

票 数

単勝票数 計 216676 的中 � 21835（5番人気）
複勝票数 計 375284 的中 � 36698（5番人気）� 77681（2番人気）� 14230（8番人気）
枠連票数 計 78136 的中 （2－7） 3765（8番人気）
馬連票数 計 349174 的中 �� 13951（8番人気）
馬単票数 計 188144 的中 �� 3297（18番人気）
ワイド票数 計 314705 的中 �� 12414（8番人気）�� 2466（29番人気）�� 4896（18番人気）
3連複票数 計 538413 的中 ��� 2999（36番人気）
3連単票数 計 673698 的中 ��� 680（200番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．5―13．0―13．0―12．6―12．5―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．7―43．7―56．7―1：09．3―1：21．8―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジュリアヴィーナス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2019．2．3 東京15着

2016．5．6生 牝3鹿 母 ジュリアビコー 母母 スカーレットローズ 7戦1勝 賞金 9，600，000円
〔その他〕 セクシオンドール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 セクシオンドール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年7月29日まで出走できない。

17052 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時25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

36 ダンスロマネスク 牝3鹿 54
53 ☆武藤 雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 462＋ 21：48．3 16．2�

48 バイキングクラップ 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 508－ 41：48．61� 3．1�
24 クリッパークラス 牝3栗 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 武市 康男 新冠 村上牧場 458＋201：48．7� 3．3�
816 ビッグバジェット 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B458＋ 41：48．91� 5．6�
612 レッドアクトレス 牝3栗 54 荻野 極 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 426－ 41：49．11� 8．5	
59 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 B500＋ 21：49．2� 7．7

35 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± 0 〃 クビ 16．8�
713 ラキエストバイオ 牝3青 54

51 ▲団野 大成バイオ� 渡辺 薫彦 平取 清水牧場 442－ 21：49．3� 58．5�
510 プ ロ ー ス 牡3栗 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 476＋ 61：49．4� 36．5
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 428＋ 21：49．72 65．9�
714 デルマエトワール 牝3芦 54

51 ▲菅原 明良浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484－ 41：49．8クビ 303．8�
47 キングリキュール 牡3黒鹿56 丹内 祐次澤田 孝之氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 446－ 21：50．12 291．9�
815 ミ フ リ マ 牝3鹿 54 菱田 裕二髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 434－ 4 〃 ハナ 131．7�
611 スリーオーラ 牝3芦 54 長岡 禎仁永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 430＋201：50．52� 637．9�
12 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 426＋ 81：50．92� 99．1�
23 ゴールドウイスパー 牝3鹿 54 吉田 隼人居城 寿与氏 南田美知雄 新冠 北勝ファーム 464＋ 21：53．0大差 233．9�
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売 得 金
単勝： 31，899，800円 複勝： 40，857，300円 枠連： 10，399，600円
馬連： 41，138，600円 馬単： 21，251，300円 ワイド： 37，022，600円
3連複： 58，945，600円 3連単： 72，713，900円 計： 314，228，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 350円 � 150円 � 160円 枠 連（3－4） 1，550円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 9，620円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，050円 �� 330円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 43，640円

票 数

単勝票数 計 318998 的中 � 15737（6番人気）
複勝票数 計 408573 的中 � 22548（7番人気）� 79676（1番人気）� 71072（2番人気）
枠連票数 計 103996 的中 （3－4） 5178（8番人気）
馬連票数 計 411386 的中 �� 9247（14番人気）
馬単票数 計 212513 的中 �� 1656（35番人気）
ワイド票数 計 370226 的中 �� 6487（18番人気）�� 8561（16番人気）�� 32356（1番人気）
3連複票数 計 589456 的中 ��� 10718（13番人気）
3連単票数 計 727139 的中 ��� 1208（142番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．3―12．6―12．0―12．0―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．0―48．6―1：00．6―1：12．6―1：24．5―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7
1
3
6，12，2（8，13）3（4，10）7（1，9，14）11，15，16，5
6（12，9）（2，8，13）10，4，14（7，1）（3，11，16）（15，5）

2
4
6，12（2，13）8（3，10，9）（4，14）（7，1）11（15，16）－5
6（12，9）（8，13，10）（2，4）14（7，1，16）－5－11－15＝3

勝馬の
紹 介

ダンスロマネスク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．3．23 中山6着

2016．5．4生 牝3鹿 母 ダンスファンタジア 母母 ダンスインザムード 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ゴールドウイスパー号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔3走成績による出走制限〕 スリーオーラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月29日まで平地競走に出走できな

い。



17053 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時15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

77 スマートカーリー 牝2黒鹿54 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 桑田牧場 466 ―1：10．2 4．2�
88 ナリタブレード 牡2黒鹿54 岩田 康誠�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 492 ― 〃 クビ 14．5�
11 マイルポスト 牡2栗 54 C．ルメール �G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 508 ― 〃 ハナ 3．5�
33 リ ュ ッ カ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星ニューワールドレー
シング� 橋口 慎介 浦河 谷口牧場 400 ―1：10．41� 6．3�

66 メイショウチタン 牡2黒鹿54 北村 友一松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 468 ―1：10．5クビ 3．8�
55 ス ト レ ガ 牝2栗 54 柴山 雄一清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 456 ―1：10．71 116．5	
22 ニシノカテリーナ 牝2栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 伊藤 大士 新ひだか 下屋敷牧場 440 ― 〃 クビ 7．0

89 フェイバリット 牡2黒鹿54 松岡 正海島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 450 ―1：11．01� 89．7�
44 イデアイホマジョル 牡2青 54 黛 弘人益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 426 ―1：12．7大差 66．1
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売 得 金
単勝： 36，594，200円 複勝： 34，644，900円 枠連： 5，960，600円
馬連： 40，836，100円 馬単： 26，278，500円 ワイド： 26，810，200円
3連複： 47，781，400円 3連単： 92，984，200円 計： 311，890，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 280円 � 160円 枠 連（7－8） 2，360円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 620円 �� 390円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 16，110円

票 数

単勝票数 計 365942 的中 � 72246（3番人気）
複勝票数 計 346449 的中 � 65775（2番人気）� 25608（6番人気）� 62097（3番人気）
枠連票数 計 59606 的中 （7－8） 1953（13番人気）
馬連票数 計 408361 的中 �� 13751（13番人気）
馬単票数 計 262785 的中 �� 5906（22番人気）
ワイド票数 計 268102 的中 �� 10831（12番人気）�� 18605（5番人気）�� 9452（13番人気）
3連複票数 計 477814 的中 ��� 12984（14番人気）
3連単票数 計 929842 的中 ��� 4183（80番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．5―12．0―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―34．1―46．1―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートカーリー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2017．1．23生 牝2黒鹿 母 レティセントガール 母母 ビーサイレント 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17054 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第6競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走12時45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

69 シンゼンストロング 牡3鹿 56 武 豊原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 502＋ 21：46．3 6．0�
57 カーブドシール 牡3鹿 56 岩田 康誠�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490± 0 〃 クビ 1．3�
34 コ ン シ ー ド 牡3栗 56 丹内 祐次河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 464－ 61：47．47 114．5�
712 スマートユニバンス 牡3栗 56 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 15．1�
610 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 428＋ 41：47．71� 10．6�
22 ペイシャルフェ 牝3黒鹿54 黛 弘人北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 二風谷ファーム 428± 0 〃 クビ 146．1	
58 ハクサンメイゲツ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 454± 01：47．91� 112．6

814 ショウナンアリババ 牡3栗 56 藤岡 康太国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 木村牧場 468＋ 41：48．0	 14．9�
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 476＋ 21：48．1クビ 44．3�
33 ソルダートダズル 牡3青鹿56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 B476± 01：48．52� 44．1
46 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 452－ 21：48．92� 54．2�
45 ストレートパンチ 牡3鹿 56 長岡 禎仁諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 466± 01：49．43 225．5�
711 アスカナターシャ 牝3青鹿54 松田 大作神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 474－ 81：50．25 137．9�
813 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 470＋101：50．62� 333．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，133，300円 複勝： 109，685，700円 枠連： 10，303，500円
馬連： 35，644，800円 馬単： 26，915，600円 ワイド： 29，730，500円
3連複： 49，965，400円 3連単： 94，117，000円 計： 384，495，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 130円 � 110円 � 720円 枠 連（5－6） 180円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 180円 �� 3，150円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 23，710円

票 数

単勝票数 計 281333 的中 � 37146（2番人気）
複勝票数 計1096857 的中 � 74399（2番人気）� 859166（1番人気）� 6436（9番人気）
枠連票数 計 103035 的中 （5－6） 42971（1番人気）
馬連票数 計 356448 的中 �� 95843（1番人気）
馬単票数 計 269156 的中 �� 18270（4番人気）
ワイド票数 計 297305 的中 �� 54212（1番人気）�� 1982（26番人気）�� 5241（14番人気）
3連複票数 計 499654 的中 ��� 9914（11番人気）
3連単票数 計 941170 的中 ��� 2877（67番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―12．1―12．5―12．2―12．2―13．0―12．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．3―42．8―55．0―1：07．2―1：20．2―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．1
1
3
5，7（1，11）（3，10）－9（2，8）6（4，13）12，14・（5，7）－1（3，10）（2，9，11）（4，8）（14，12）－6，13

2
4
・（5，7）（1，11）3，10，9（2，8）（4，6，13）12，14
7－（5，1）（3，10，9）2（14，4）12，8－（6，11）－13

勝馬の
紹 介

シンゼンストロング �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2018．12．15 阪神10着

2016．5．27生 牡3鹿 母 ローレルデフィー 母母 ブランディニー 7戦1勝 賞金 9，050，000円
〔3走成績による出走制限〕 アスカナターシャ号・サンマルエトワール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月29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 トキノミドリ号



17055 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第7競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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

33 ブラックモリオン 牝3青鹿 52
49 ▲団野 大成 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B482－ 41：45．9 10．2�

22 テイエムソレイユ 牝4鹿 55 北村 友一竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B498± 01：46．0� 2．4�
44 � チビノヴァルタン 牝6鹿 55

54 ☆横山 武史梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B454＋ 41：46．1� 7．2�
77 チアフルローズ 牝3青鹿 52

51 ☆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 464＋ 21：46．42 3．7�

810 オデュッセイア 牝4栗 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 460± 01：47．14 4．7	
11 キタノオドリコ 牝3鹿 52 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 492± 01：47．41� 53．5

78 � カズミドリーム 牝4栗 55 原田 和真藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 460－ 21：47．61	 19．4�
89 ナムラオッケー 牝3鹿 52 国分 恭介奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 414－ 21：47．7� 21．4�
66 � クリノエリザベッタ 牝4栗 55

54 ☆富田 暁栗本 博晴氏 星野 忍 むかわ 貞広 賢治 488± 01：48．97 267．0
55 アポロノワキザシ 牝3栗 52 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 日高 天羽 禮治 B472－ 2 〃 アタマ 138．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，173，300円 複勝： 35，941，700円 枠連： 7，291，400円
馬連： 38，422，500円 馬単： 21，560，500円 ワイド： 28，900，300円
3連複： 46，163，700円 3連単： 80，048，400円 計： 283，501，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 220円 � 110円 � 190円 枠 連（2－3） 1，260円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 450円 �� 940円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 13，640円

票 数

単勝票数 計 251733 的中 � 19701（5番人気）
複勝票数 計 359417 的中 � 31331（5番人気）� 123346（1番人気）� 39153（4番人気）
枠連票数 計 72914 的中 （2－3） 4463（6番人気）
馬連票数 計 384225 的中 �� 22568（5番人気）
馬単票数 計 215605 的中 �� 5204（13番人気）
ワイド票数 計 289003 的中 �� 16550（5番人気）�� 7171（12番人気）�� 23459（3番人気）
3連複票数 計 461637 的中 ��� 17708（7番人気）
3連単票数 計 800484 的中 ��� 4252（52番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．7―43．4―56．1―1：08．5―1：20．9―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．4
1
3
・（3，7）（4，9）（6，8）5（2，10）1・（3，7）（4，9）6，8（5，10）2－1

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

勝馬の
紹 介

ブラックモリオン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．8．19 小倉6着

2016．1．25生 牝3青鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 7戦2勝 賞金 14，300，000円
〔制裁〕 テイエムソレイユ号の騎手北村友一は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※アポロノワキザシ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17056 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時45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

22 スギノヴォルケーノ 牡3鹿 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 492＋ 41：08．8 2．8�
33 リーディングエッジ 牡4鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－ 41：08．9� 1．9�
11 マイネルパッセ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 6 〃 クビ 7．1�
68 スズカフェラリー 牝4鹿 55 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420－ 21：09．11	 8．9�
67 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 B446－ 41：09．42 197．6�
44 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 466－ 21：09．5クビ 47．1	
79 
 サンドスピーダー 牡4鹿 57

54 ▲団野 大成
辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 456＋ 4 〃 ハナ 71．2�
710 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 B490－ 4 〃 クビ 29．1�
811 ポルボローネ 牝7栗 55

52 ▲亀田 温心小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 B448－ 41：09．81� 285．5
812 スリーマグナム 牡4鹿 57 荻野 極永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 506－ 41：09．9クビ 118．9�
55 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 488－ 21：10．11� 259．0�
56 モズベイビー 牡3青鹿54 藤岡 康太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 508－ 41：10．52� 25．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，156，400円 複勝： 51，073，200円 枠連： 8，012，500円
馬連： 43，000，300円 馬単： 26，456，500円 ワイド： 31，462，700円
3連複： 55，483，500円 3連単： 112，047，200円 計： 360，692，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（2－3） 230円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 130円 �� 250円 �� 180円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，870円

票 数

単勝票数 計 331564 的中 � 92535（2番人気）
複勝票数 計 510732 的中 � 97268（2番人気）� 259532（1番人気）� 54434（3番人気）
枠連票数 計 80125 的中 （2－3） 26385（1番人気）
馬連票数 計 430003 的中 �� 138416（1番人気）
馬単票数 計 264565 的中 �� 36772（2番人気）
ワイド票数 計 314627 的中 �� 73201（1番人気）�� 25240（3番人気）�� 42345（2番人気）
3連複票数 計 554835 的中 ��� 95173（1番人気）
3連単票数 計1120472 的中 ��� 43349（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

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 9戦2勝 賞金 20，550，000円



17057 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第9競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走14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
1：41．7
1：40．9

不良
重

78 ナムラカメタロー 牡3黒鹿54 石川裕紀人奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 496± 01：44．1 11．3�
66 ヨ ハ ン 牡3鹿 54 古川 吉洋サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 430＋ 41：44．73� 15．4�
55 サンライズナイト 牡4黒鹿 57

54 ▲菅原 明良松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B494－ 41：44．91� 6．0�
89 シ ン ラ イ 牡3芦 54

53 ☆横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 468± 01：45．11� 3．5�
44 スマートセラヴィー 牡3栗 54

53 ☆坂井 瑠星大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 B498－ 4 〃 クビ 5．1�
33 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 478－ 41：45．42 2．8	
810 ガッツィーソート 牡4栗 57 吉田 隼人小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 496－ 61：45．61� 45．8

77 � プリンセスヨウク 牝5鹿 55 黛 弘人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B450－ 2 〃 アタマ 162．1�
11 エトワールドパリ 牝4芦 55

54 ☆武藤 雅 �グリーンファーム深山 雅史 千歳 社台ファーム 482＋ 21：46．66 15．4
22 マイネルジェンマ 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 11：46．7� 87．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，114，700円 複勝： 32，293，400円 枠連： 7，448，900円
馬連： 42，578，300円 馬単： 23，029，200円 ワイド： 32，976，200円
3連複： 56，532，700円 3連単： 86，925，100円 計： 311，898，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 300円 � 360円 � 170円 枠 連（6－7） 6，770円

馬 連 �� 6，160円 馬 単 �� 11，370円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 840円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 10，490円 3 連 単 ��� 74，750円

票 数

単勝票数 計 301147 的中 � 21138（5番人気）
複勝票数 計 322934 的中 � 26339（5番人気）� 20708（7番人気）� 58300（3番人気）
枠連票数 計 74489 的中 （6－7） 852（20番人気）
馬連票数 計 425783 的中 �� 5350（20番人気）
馬単票数 計 230292 的中 �� 1518（39番人気）
ワイド票数 計 329762 的中 �� 4109（20番人気）�� 10325（11番人気）�� 7079（17番人気）
3連複票数 計 565327 的中 ��� 4039（33番人気）
3連単票数 計 869251 的中 ��� 843（225番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―12．0―12．4―12．2―12．3―12．5―12．1―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．8―42．2―54．4―1：06．7―1：19．2―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．4
1
3
・（4，8）（1，9）－6（2，5）10－3－7・（4，8）（1，9）6（2，10，5）3，7

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

勝馬の
紹 介

ナムラカメタロー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．7 福島2着

2016．5．9生 牡3黒鹿 母 ナムラチアーズ 母母 ニフティニース 6戦2勝 賞金 16，050，000円

17058 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第10競走 ��
��1，800�

え さ ん

恵 山 特 別
発走14時50分 （芝・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 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

79 スワーヴノートン 牡5鹿 57 北村 友一�NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 488＋141：47．9 15．0�
11 フ ラ ル 牝3鹿 52 池添 謙一�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 21：48．11� 6．3�
710 ミモザイエロー 牝3栗 52 武藤 雅青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 458＋ 2 〃 クビ 3．1�
812 ブランクエンド 牡3鹿 54 C．ルメール 諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480＋ 61：48．2	 2．4�
56 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 484－ 61：48．3クビ 10．9�
68 マイネルユニブラン 牡5黒鹿57 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 518± 01：48．4
 30．2	
22 ラブラブラブ 牝4鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 460＋261：48．5	 36．9

55 � ソルフェージュ 牡4鹿 57 横山 和生ライオンレースホース� 石毛 善彦 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 81：48．6	 154．9�
811 アイネバーフェイル 牝4黒鹿55 丹内 祐次飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 468－ 21：48．7
 58．9�
33 ブラックイメル 牝4黒鹿55 石川裕紀人ケーエスHD 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 470－ 21：49．01
 46．7
44 グランツリヒター 牡3黒鹿54 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 日高 タバタファーム 504＋141：49．21	 9．3�
67 ウォーターファラオ 牡3鹿 54 藤岡 康太山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 442＋ 8 （競走中止） 213．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，619，700円 複勝： 52，371，100円 枠連： 14，693，500円
馬連： 76，438，900円 馬単： 38，381，200円 ワイド： 53，467，100円
3連複： 106，822，200円 3連単： 147，291，700円 計： 533，085，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 290円 � 160円 � 140円 枠 連（1－7） 770円

馬 連 �� 4，480円 馬 単 �� 11，640円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 850円 �� 360円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 45，710円

票 数

単勝票数 計 436197 的中 � 23189（6番人気）
複勝票数 計 523711 的中 � 35080（6番人気）� 86961（3番人気）� 121418（2番人気）
枠連票数 計 146935 的中 （1－7） 14706（3番人気）
馬連票数 計 764389 的中 �� 13209（13番人気）
馬単票数 計 383812 的中 �� 2471（35番人気）
ワイド票数 計 534671 的中 �� 9920（15番人気）�� 15603（9番人気）�� 42366（3番人気）
3連複票数 計1068222 的中 ��� 17095（16番人気）
3連単票数 計1472917 的中 ��� 2336（143番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．9―12．1―12．1―12．1―12．0―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―35．8―47．9―1：00．0―1：12．1―1：24．1―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．8
1
3
・（4，10）9（8，12）11，3（1，7）－5，6－2・（4，10）12（9，11）（8，1）（3，6）5，2＝7

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

勝馬の
紹 介

スワーヴノートン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．10．30 東京3着

2014．3．12生 牡5鹿 母 ツルマルハロー 母母 スリーソウツ 18戦2勝 賞金 30，948，000円
〔競走中止〕 ウォーターファラオ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ウォーターファラオ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。



17059 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第11競走 ��
��1，200�T V h 杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．6．30以降1．6．23まで1回以上出走馬，除未出
走馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

テレビ北海道賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

815� パラダイスガーデン 牝7栗 51 横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads
Farm, LLC 498＋ 61：08．5 114．4�

713 ハ ウ メ ア 牝5栗 54 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 480＋ 61：08．71 3．0�
59 エ ス タ ー テ 牝4鹿 52 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 430＋ 4 〃 クビ 16．8�
510 ダイトウキョウ 牡7鹿 55 武藤 雅市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 470± 01：08．91� 22．6�
714 アイファープリティ 牝6鹿 52 藤岡 康太中島 稔氏 	島 一歩 新冠 川上 悦夫 460＋ 6 〃 クビ 66．2�
612 ニシノキントウン 牡4黒鹿53 亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 462＋ 41：09．0クビ 76．2	
35 マイネルパラディ 
5芦 55 国分 恭介 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 456－ 8 〃 ハナ 32．7�
36 ニホンピロヘンソン 
3黒鹿53 吉田 隼人小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 460＋ 8 〃 クビ 22．8�
611 ホウオウカトリーヌ 牝3鹿 51 大野 拓弥小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 472－ 4 〃 ハナ 5．5
47 コーディエライト 牝4栗 51 加藤 祥太
G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 496＋10 〃 アタマ 146．1�
24 スワーヴアーサー 牡6鹿 55 武 豊
NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 490＋ 41：09．1クビ 9．6�
816 ニシオボヌール 
7黒鹿54 長岡 禎仁三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 492－ 2 〃 クビ 46．4�
12 メイケイダイハード 牡4鹿 54 柴山 雄一名古屋競馬
 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 532－ 41：09．2クビ 24．5�
11 � レコードチェイサー 牝3栗 51 富田 暁�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 436± 0 〃 ハナ 3．1�
48 ヤマカツグレース 牝5栗 54 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 466± 01：09．41 37．2�
23 ペイシャルアス 牝4栗 51 古川 吉洋北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 500＋ 41：09．71� 125．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，190，600円 複勝： 99，333，500円 枠連： 39，206，500円
馬連： 202，386，200円 馬単： 80，684，800円 ワイド： 123，694，300円
3連複： 304，399，900円 3連単： 382，869，100円 計： 1，310，764，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，440円 複 勝 � 1，560円 � 150円 � 370円 枠 連（7－8） 3，390円

馬 連 �� 15，230円 馬 単 �� 44，950円

ワ イ ド �� 4，350円 �� 15，510円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 66，750円 3 連 単 ��� 736，280円

票 数

単勝票数 計 781906 的中 � 5466（14番人気）
複勝票数 計 993335 的中 � 12246（14番人気）� 234884（1番人気）� 62574（5番人気）
枠連票数 計 392065 的中 （7－8） 8958（16番人気）
馬連票数 計2023862 的中 �� 10296（42番人気）
馬単票数 計 806848 的中 �� 1346（105番人気）
ワイド票数 計1236943 的中 �� 7222（42番人気）�� 2003（92番人気）�� 31107（8番人気）
3連複票数 計3043999 的中 ��� 3420（167番人気）
3連単票数 計3828691 的中 ��� 377（1355番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．4―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―45．1―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．8
3 ・（1，16）9，2（7，8）（5，11，12）（4，10，14）（6，15）（3，13） 4 ・（1，16）（2，9）（11，12）（7，8）5（10，14）4，15（6，13）3

勝馬の
紹 介

�パラダイスガーデン �
�
父 Closing Argument �

�
母父 Chineur デビュー 2015．1．25 中山8着

2012．4．7生 牝7栗 母 Forbidden Paradise 母母 Villa Nova 32戦4勝 賞金 66，979，000円

17060 6月29日 曇 良 （1函館1） 第5日 第12競走 ��
��2，000�

と う や こ

洞 � 湖 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

89 サウンドバーニング 牡7鹿 57 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 420－ 62：00．4 54．9�
55 フリージングレイン 牡5鹿 57 C．ルメール �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 522－ 22：00．61� 2．5�
77 ハ ウ エ バ ー 牡5栗 57 菱田 裕二古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 430＋122：01．13 16．8�
33 プレイヤーサムソン 牡6鹿 57 四位 洋文嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 476± 02：01．2	 25．2�
22 ムーンレイカー 牡4鹿 57 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 22：01．3
 3．1�
88 � ケージーキンカメ 牡8黒鹿57 古川 吉洋岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 494＋122：01．62 46．6	
44 シュバルツボンバー 牡4鹿 57 松田 大作�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B514± 02：01．81� 12．9

66 シスターフラッグ 牝4黒鹿55 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 506＋ 22：03．07 4．4�
11 ローリングタワー 牡5黒鹿57 松岡 正海本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 446－ 2 （競走中止） 9．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 51，460，400円 複勝： 48，642，900円 枠連： 13，486，400円
馬連： 79，060，500円 馬単： 43，533，900円 ワイド： 53，830，800円
3連複： 100，907，000円 3連単： 202，427，600円 計： 593，349，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，490円 複 勝 � 870円 � 150円 � 390円 枠 連（5－8） 2，540円

馬 連 �� 5，890円 馬 単 �� 15，020円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 5，560円 �� 650円

3 連 複 ��� 19，070円 3 連 単 ��� 171，640円

票 数

単勝票数 計 514604 的中 � 7488（9番人気）
複勝票数 計 486429 的中 � 10821（9番人気）� 123493（1番人気）� 27504（6番人気）
枠連票数 計 134864 的中 （5－8） 4100（10番人気）
馬連票数 計 790605 的中 �� 10387（17番人気）
馬単票数 計 435339 的中 �� 2173（39番人気）
ワイド票数 計 538308 的中 �� 6458（20番人気）�� 2388（31番人気）�� 22570（7番人気）
3連複票数 計1009070 的中 ��� 3967（47番人気）
3連単票数 計2024276 的中 ��� 855（305番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―12．1―11．8―11．8―11．5―11．8―12．3―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．4―36．5―48．3―1：00．1―1：11．6―1：23．4―1：35．7―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F37．0
1
3
9，6（8，5）（7，4）2－3
9－6－5－（8，4）（7，2）－3

2
4
9，6－5，8，4，7，2＝3
9－6，5（8，4，2）（7，3）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドバーニング 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Moscow Ballet デビュー 2014．12．14 阪神2着

2012．2．22生 牡7鹿 母 モスコーバーニング 母母 Burning Desire 39戦4勝 賞金 81，903，000円
〔競走中止〕 ローリングタワー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 シスターフラッグ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シスターフラッグ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年7月29日まで出走できない。



（1函館1）第5日 6月29日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 149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

187，070，000円
6，360，000円
16，200，000円
1，220，000円
20，640，000円
62，251，000円
3，874，000円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
429，700，500円
622，284，700円
144，181，200円
710，837，500円
371，124，900円
518，542，000円
999，471，200円
1，491，575，100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 5，287，717，100円

総入場人員 5，156名 （有料入場人員 4，445名）
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