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17001 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （芝・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
1：07．8
1：06．5

良
良

24 ファミーユボヌール 牝3黒鹿54 武 豊原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 41：08．7 2．1�
59 タカミツサクラ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星タカミツ� 高橋 裕 日高 木村牧場 444－ 41：08．91� 4．2�
36 メイショウワンモア 牝3鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 458＋ 61：09．21� 66．0�
714 ミ ラ ド ー ル 牝3青 54 吉田 隼人水上 行雄氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B434＋ 2 〃 アタマ 11．2�
23 バトルピッピ 牝3鹿 54 浜中 俊宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 沖田 忠幸 432＋18 〃 アタマ 39．6�
815 エレノアカフェ 牝3黒鹿54 蛯名 正義西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 436＋ 41：09．3� 83．2	
47 ミヤラビランド 牝3鹿 54 国分 恭介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 454－ 4 〃 ハナ 58．9

816 トミケンリディカ 牝3鹿 54 柴山 雄一冨樫 賢二氏 大和田 成 新冠 スカイビーチステーブル 408－ 21：09．4� 83．9�
12 アパラチアン 牝3栗 54 丸山 元気�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 422－ 6 〃 クビ 105．2
713 トミケンアディム 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹冨樫 賢二氏 田島 俊明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474＋121：09．5� 55．3�
510 マリーナプリンセス 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也早川 経一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 81：09．6クビ 14．9�
611 マイアミトロピカル 牝3栗 54 岩田 康誠 �グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 原田牧場 422－ 61：09．7� 22．8�
11 メイショウヤマギリ 牝3青鹿 54

53 ☆城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 402－ 4 〃 クビ 20．6�
48 ネオヴェルモット 牝3青鹿54 黛 弘人小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 426－ 41：09．9� 5．4�
612 タ ラ ッ タ 牝3芦 54 菱田 裕二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 404－ 81：10．32� 67．1�
35 アイビーグラチア 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史本間 充氏 伊藤 圭三 日高 本間牧場 400± 0 〃 クビ 156．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，637，000円 複勝： 34，914，800円 枠連： 11，571，300円
馬連： 44，501，900円 馬単： 22，712，000円 ワイド： 31，925，800円
3連複： 72，895，400円 3連単： 82，890，700円 計： 323，048，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 170円 � 760円 枠 連（2－5） 470円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，870円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 8，020円 3 連 単 ��� 19，990円

票 数

単勝票数 計 216370 的中 � 78683（1番人気）
複勝票数 計 349148 的中 � 93076（1番人気）� 53244（3番人気）� 7614（9番人気）
枠連票数 計 115713 的中 （2－5） 18742（1番人気）
馬連票数 計 445019 的中 �� 54969（1番人気）
馬単票数 計 227120 的中 �� 17001（2番人気）
ワイド票数 計 319258 的中 �� 21222（2番人気）�� 4180（18番人気）�� 2311（32番人気）
3連複票数 計 728954 的中 ��� 6816（22番人気）
3連単票数 計 828907 的中 ��� 3006（51番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．8―45．3―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 4（8，10）（1，14）5，11（2，9）7（6，12）13，15（3，16） 4 4（8，10，14）1（5，11，9）（2，7）（6，12，13）15（3，16）

勝馬の
紹 介

ファミーユボヌール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2016．10．16 新潟3着

2014．4．20生 牝3黒鹿 母 レッドルンバ 母母 Rumba Azul 8戦1勝 賞金 15，400，000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） 1頭 タイセイサルート号
（非抽選馬） 3頭 サラデコラシオン号・サンマルペンダント号・ハイヤーアプシス号

17002 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：41．7

不良
不良

58 ウインポプリ 牝3鹿 54 松岡 正海�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 440－ 81：47．8 9．4�
814 ノアブリジット 牝3栗 54 柴山 雄一佐山 公男氏 天間 昭一 日高 千葉飯田牧場 472＋ 2 〃 クビ 23．0�
69 スズカガルチ 牡3栗 56

55 ☆城戸 義政永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B512＋14 〃 ハナ 16．7�
45 メイショウハバネラ 牝3栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 440－ 21：48．54 9．1�
11 リリーモントルー 牡3鹿 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 434＋18 〃 ハナ 4．8�
711 チ ル ア ウ ト 牝3青鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 506－141：49．03 4．4	
34 ニシノリヒト 牡3鹿 56 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 444－ 21：49．1クビ 6．8

57 リバーサルフィルム 牡3芦 56 菱田 裕二 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム B496± 01：49．52� 5．3�
33 ペプチドボンバー 牡3鹿 56 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 442－ 21：49．7� 9．9
712 ヤマニンアルバス 牝3芦 54

52 △井上 敏樹土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 442＋ 81：49．8� 279．4�
610 カフジジュエル 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 460± 01：50．11� 34．5�
813 アドマイヤトリプル 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 538＋ 81：51．16 54．1�
46 マジックマジック 牡3黒鹿56 吉田 隼人福井 明氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 490 ―1：51．73� 130．2�
22 ア モ ー レ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也大塚 亮一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B444－ 41：52．01� 93．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，501，300円 複勝： 26，263，000円 枠連： 8，282，300円
馬連： 31，602，900円 馬単： 15，879，000円 ワイド： 21，186，300円
3連複： 48，226，900円 3連単： 54，011，800円 計： 222，953，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 320円 � 720円 � 580円 枠 連（5－8） 2，590円

馬 連 �� 7，390円 馬 単 �� 12，120円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 1，490円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 20，210円 3 連 単 ��� 101，970円

票 数

単勝票数 計 175013 的中 � 14764（6番人気）
複勝票数 計 262630 的中 � 23603（5番人気）� 8983（9番人気）� 11523（8番人気）
枠連票数 計 82823 的中 （5－8） 2473（12番人気）
馬連票数 計 316029 的中 �� 3311（29番人気）
馬単票数 計 158790 的中 �� 982（53番人気）
ワイド票数 計 211863 的中 �� 2759（27番人気）�� 3703（22番人気）�� 1560（41番人気）
3連複票数 計 482269 的中 ��� 1789（74番人気）
3連単票数 計 540118 的中 ��� 384（379番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．4―12．5―12．8―12．7―12．8―13．1―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―30．3―42．8―55．6―1：08．3―1：21．1―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．5
1
3
・（5，10）（1，14）（2，9，11）（7，3，8）4，12，13－6
8（5，14）1（10，11）4，9－（7，3）－12，13－2－6

2
4

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

勝馬の
紹 介

ウインポプリ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．24 函館2着

2014．4．11生 牝3鹿 母 アルカネット 母母 パーフェクション 10戦1勝 賞金 9，050，000円
※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 アーチザスカイ号

第１回 函館競馬 第１日



17003 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時50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
57．7
56．9

重
重

33 ウイナーズロード 牝3青鹿 54
53 ☆城戸 義政�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 418＋ 2 59．7 2．1�

710 パルクリール 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 41：00．02 12．0�

68 フォレルスケット 牝3鹿 54 蛯名 正義�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 424＋ 41：00．1� 6．1�
22 シゲルヒョウ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B476＋101：00．31� 52．7�
79 アグリツーリスモ 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 466－ 41：00．51� 2．9	
812 サンレイハリケーン 牝3栗 54 松岡 正海永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 426＋ 81：00．6� 24．7

55 タイセイモーション 牝3鹿 54 勝浦 正樹田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 小島牧場 450＋101：00．81� 12．7�
811 コウザンアクティヴ 牝3鹿 54 小林 徹弥山下 良子氏 目野 哲也 熊本 村山 光弘 432± 01：01．11� 64．0�
44 ミ ナ ミ カ ゼ 牝3黒鹿54 北村 友一�辻牧場 青木 孝文 浦河 辻 牧場 450－101：01．42 34．0
67 モズシャティン 牝3鹿 54 国分 恭介 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 460± 01：01．61� 67．4�
56 ブラウンラファール 牡3鹿 56 黛 弘人キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 金石牧場 476－ 21：02．66 117．1�

（11頭）
11 リワードミニヨン 牝3芦 54 武 豊宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 474± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，253，700円 複勝： 24，255，300円 枠連： 6，600，600円
馬連： 25，481，800円 馬単： 14，777，900円 ワイド： 17，450，500円
3連複： 29，890，300円 3連単： 45，046，800円 計： 181，756，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 210円 � 150円 枠 連（3－7） 260円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 540円 �� 280円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 9，280円

票 数

単勝票数 差引計 182537（返還計 10473） 的中 � 67625（1番人気）
複勝票数 差引計 242553（返還計 10731） 的中 � 76965（1番人気）� 21102（4番人気）� 37287（3番人気）
枠連票数 差引計 66006（返還計 8481） 的中 （3－7） 19525（1番人気）
馬連票数 差引計 254818（返還計 39100） 的中 �� 13437（5番人気）
馬単票数 差引計 147779（返還計 21314） 的中 �� 5673（7番人気）
ワイド票数 差引計 174505（返還計 22878） 的中 �� 7944（6番人気）�� 17614（2番人気）�� 4882（10番人気）
3連複票数 差引計 298903（返還計 93677） 的中 ��� 10512（7番人気）
3連単票数 差引計 450468（返還計138064） 的中 ��� 3516（25番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．6―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．6―35．2―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイナーズロード �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2016．6．12 阪神3着

2014．4．29生 牝3青鹿 母 トップアクトレス 母母 トップジョリー 14戦1勝 賞金 23，150，000円
〔競走除外〕 リワードミニヨン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 エボニーアイボリー号・スカイソング号

17004 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第4競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時20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
1：41．7

不良
不良

56 � ホワイトドラゴン 牡3白 56 藤岡 康太窪田 康志氏 �島 一歩 米 Patchen Wilkes
Farm, LLC 502＋ 41：47．6 1．8�

11 ダンツブレーブ 牡3芦 56 北村 友一山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 450－ 61：47．7	 7．5�
44 レッドクライム 牡3栗 56 武 豊 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 468＋141：48．02 4．9�
812 メイショウスイグン 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 458－ 21：48．1	 24．7�
45 フライングゲット 牡3黒鹿56 原田 和真千明牧場 池上 昌弘 日高 千明牧場 444± 01：48．2クビ 37．8�
710 ジャカンドジョー 牡3鹿 56 黛 弘人井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 458－ 41：48．41
 45．3	
22 � アイスパステル 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 和美氏 藤原 英昭 米 Dr. Masa-

take Iida B496＋221：49．03
 45．7

711 レッドラトナ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿 �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 446－ 81：49．1クビ 11．0�
33 � サウスシュネル 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星南波 壽氏 加用 正 米 Winches-
ter Farm 430± 01：49．2
 151．9�

813 シンゼンキング 牡3黒鹿56 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 476＋ 21：49．62
 10．4

68 ティナカヌメ 牝3黒鹿54 丹内 祐次澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 456＋ 21：50．23
 20．9�
57 ゴールドヘリテージ 牡3黒鹿56 松岡 正海 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム B456－ 61：50．41
 155．9�
69 ビヨンドザスター 牡3鹿 56 吉田 隼人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 442－ 21：51．67 67．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，495，400円 複勝： 46，591，000円 枠連： 10，556，800円
馬連： 37，192，700円 馬単： 21，950，100円 ワイド： 27，005，300円
3連複： 53，104，300円 3連単： 80，385，800円 計： 302，281，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連（1－5） 530円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 240円 �� 230円 �� 490円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，400円

票 数

単勝票数 計 254954 的中 � 110385（1番人気）
複勝票数 計 465910 的中 � 205918（1番人気）� 54915（2番人気）� 49972（3番人気）
枠連票数 計 105568 的中 （1－5） 15336（2番人気）
馬連票数 計 371927 的中 �� 56443（2番人気）
馬単票数 計 219501 的中 �� 22241（1番人気）
ワイド票数 計 270053 的中 �� 30536（2番人気）�� 31507（1番人気）�� 12152（5番人気）
3連複票数 計 531043 的中 ��� 50343（1番人気）
3連単票数 計 803858 的中 ��� 24215（2番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．2―13．5―12．9―12．3―13．0―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．2―43．7―56．6―1：08．9―1：21．9―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．7
1
3
・（2，11）13，8（1，6）5，10－7，9，12（4，3）・（2，6）（11，13）（1，5，4）3（12，10）－7，8－9

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

勝馬の
紹 介

�ホワイトドラゴン �
�
父 Cowboy Cal �

�
母父 Skip Away デビュー 2016．12．23 阪神3着

2014．3．1生 牡3白 母 Spot of Beauty 母母 Patchen Beauty 7戦1勝 賞金 14，300，000円
※レッドラトナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17005 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第5競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走12時10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
57．2
55．0

良
良

78 ベイビーキャズ 牡2鹿 54
53 ☆木幡 初也大塚Ry’sCLUB 矢野 英一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 428 ― 57．7 4．0�
79 ディアバビアナ 牝2栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 476 ― 57．8� 5．1�
22 ラヴバインド 牝2鹿 54 中井 裕二 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 466 ― 58．11� 72．0�
44 イ イ ゾ 牝2鹿 54

53 ☆城戸 義政杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 424 ― 〃 クビ 7．1�
55 アドマイヤサン 牡2鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 洞�湖 レイクヴィラファーム 434 ― 58．31� 4．2	

（アドマイヤテュール）

66 フジワンタイフーン 牡2鹿 54 松岡 正海�富士開発 古賀 史生 新冠 川島牧場 480 ― 58．4� 4．9

67 ニシノオトコマサリ 牝2青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 406 ― 58．61� 13．6�
811 チ リ ナ リ エ 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 竹内 正洋 新ひだか 山田牧場 422 ― 58．7� 72．0�
11 デルマベルモット 牡2鹿 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 460 ― 〃 ハナ 64．8
810 シュガーボーイ 牡2青鹿54 荻野 琢真山口 裕介氏 松永 康利 むかわ 市川牧場 460 ― 59．01� 39．5�
33 ストリングス 牡2栗 54

52 △坂井 瑠星 �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム 412 ― 59．21 46．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，584，500円 複勝： 26，313，500円 枠連： 8，370，600円
馬連： 32，798，200円 馬単： 19，296，900円 ワイド： 20，836，700円
3連複： 41，974，800円 3連単： 58，202，400円 計： 231，377，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 170円 � 1，080円 枠 連（7－7） 860円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，830円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 49，520円

票 数

単勝票数 計 235845 的中 � 49478（1番人気）
複勝票数 計 263135 的中 � 52799（1番人気）� 45042（3番人気）� 4257（10番人気）
枠連票数 計 83706 的中 （7－7） 7499（4番人気）
馬連票数 計 327982 的中 �� 28184（3番人気）
馬単票数 計 192969 的中 �� 8995（2番人気）
ワイド票数 計 208367 的中 �� 15236（3番人気）�� 1309（35番人気）�� 1424（32番人気）
3連複票数 計 419748 的中 ��� 2186（40番人気）
3連単票数 計 582024 的中 ��� 852（146番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．3―34．7―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．4
3 2，9，4（8，11）（3，6，10）（1，5，7） 4 ・（2，9）（4，8）11（3，6）（1，5，10）－7
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ベイビーキャズ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2015．4．20生 牡2鹿 母 スノーボードロマン 母母 カミモリローマン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17006 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時40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
1：57．8
1：56．1

良
良

510 ミヤビエメライン 牝3黒鹿54 池添 謙一村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 430＋ 41：59．3 22．0�
612 シ ン デ ン 牡3鹿 56 木幡 初広ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 478＋ 6 〃 クビ 3．3�
48 ガ ジ ュ マ ル 牝3芦 54 勝浦 正樹山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 470± 01：59．4クビ 61．8�
47 ブライトクォーツ 牡3鹿 56 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 472－ 8 〃 クビ 21．8�
611 ブルースカイハーツ 牡3黒鹿56 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 446＋ 8 〃 ハナ 25．5	
815 コスモヴァーズ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 426－121：59．5クビ 26．4

36 アンフェインド 牡3鹿 56 吉田 隼人加藤 誠氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 494－ 41：59．71� 6．5�
714 ボムクレイジ 牡3栗 56 北村 友一有田 明生氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 456± 01：59．8� 20．2�
11 メイプルストロング 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 500－ 2 〃 アタマ 5．0
12 ラ ピ ュ ル テ 牝3鹿 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 22：00．22� 105．1�
23 レッドラフィーネ 牝3芦 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 420－ 4 〃 アタマ 23．2�
59 セイウンニジョーズ 牡3栗 56 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 千歳 社台ファーム 438＋142：00．62� 81．5�
35 ホウオウプライド 牡3鹿 56 国分 恭介小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448－102：00．81 231．7�
24 ザウォルドルフ 牡3黒鹿56 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋102：01．11� 24．2�
816 ブリシンガメン 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 454＋ 22：02．37 14．4�
713 フュージョンロック 牡3栗 56 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484－ 62：02．62 5．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，366，500円 複勝： 26，983，200円 枠連： 8，989，000円
馬連： 32，533，100円 馬単： 14，742，400円 ワイド： 24，619，600円
3連複： 49，915，800円 3連単： 53，366，600円 計： 229，516，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 400円 � 150円 � 1，150円 枠 連（5－6） 2，220円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 7，730円

ワ イ ド �� 980円 �� 11，850円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 37，730円 3 連 単 ��� 265，000円

票 数

単勝票数 計 183665 的中 � 6672（8番人気）
複勝票数 計 269832 的中 � 15135（6番人気）� 64451（1番人気）� 4606（13番人気）
枠連票数 計 89890 的中 （5－6） 3125（11番人気）
馬連票数 計 325331 的中 �� 9075（8番人気）
馬単票数 計 147424 的中 �� 1429（23番人気）
ワイド票数 計 246196 的中 �� 6751（6番人気）�� 520（80番人気）�� 1885（40番人気）
3連複票数 計 499158 的中 ��� 992（128番人気）
3連単票数 計 533666 的中 ��� 146（849番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―11．2―11．7―12．1―12．3―12．3―12．3―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．1―34．3―46．0―58．1―1：10．4―1：22．7―1：35．0―1：47．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．6
1
3
4（11，16）－（10，14）（6，12）－（13，15）9（1，7）（3，5，8）－2・（4，11）（10，14，16）（6，12）（15，9）（7，8）（13，3，5）（1，2）

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

勝馬の
紹 介

ミヤビエメライン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．2．4 東京7着

2014．4．22生 牝3黒鹿 母 ミヤビグレイス 母母 システィーナ 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 アンフェインド号の騎手吉田隼人は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）

ミヤビエメライン号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



17007 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
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

710 コマノレジェンド 牝3黒鹿52 吉田 隼人長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 466＋10 58．7 22．1�
812� チェリースプリング 牝3芦 52 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 大成牧場 442＋ 2 59．01� 17．0�
56 ボストンビリーヴ 牝7栗 55

53 △坂井 瑠星ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 474＋22 59．32 84．0�
79 トブガゴトク 牡4芦 57 武 豊松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 492＋ 2 〃 クビ 2．5�
67 オールオブユー 牝5栗 55

54 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504＋ 6 〃 ハナ 8．4�

33 アッティーヴォ 牡3栗 54 国分 恭介奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 444＋14 59．4	 24．1	
811 アースヴィグラス 牝3鹿 52 蛯名 正義松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 442＋10 59．61	 9．4

11 ハイデンガールズ 牝4栗 55 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 460＋ 4 59．7	 5．0�
44 ブ ラ ン シ ュ 牝3青鹿 52

49 ▲横山 武史�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 426－ 4 59．91 23．4�
22 ハトマークレディ 牝4鹿 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 414＋121：00．75 5．5
55 ロイヤルメジャー 牝3鹿 52 北村 友一本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 452＋221：01．12	 25．0�
68 スマートダフネ 牝3栗 52 浜中 俊大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 446－ 21：01．31
 53．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，056，400円 複勝： 20，948，400円 枠連： 6，145，800円
馬連： 30，284，600円 馬単： 15，992，800円 ワイド： 18，116，100円
3連複： 40，644，700円 3連単： 59，993，300円 計： 208，182，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 670円 � 370円 � 1，790円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 13，540円 馬 単 �� 31，640円

ワ イ ド �� 4，620円 �� 13，910円 �� 14，700円

3 連 複 ��� 232，690円 3 連 単 ��� 1，610，930円

票 数

単勝票数 計 160564 的中 � 5790（7番人気）
複勝票数 計 209484 的中 � 8189（8番人気）� 16655（5番人気）� 2833（12番人気）
枠連票数 計 61458 的中 （7－8） 6722（3番人気）
馬連票数 計 302846 的中 �� 1733（37番人気）
馬単票数 計 159928 的中 �� 379（80番人気）
ワイド票数 計 181161 的中 �� 1020（41番人気）�� 335（64番人気）�� 317（65番人気）
3連複票数 計 406447 的中 ��� 131（200番人気）
3連単票数 計 599933 的中 ��� 27（1154番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．8―34．2―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コマノレジェンド �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2016．10．15 東京5着

2014．5．1生 牝3黒鹿 母 コマノスクアーロ 母母 コ マ ノ マ コ 7戦2勝 賞金 15，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 プリンシアラッテオ号・ミディ号
（非抽選馬） 5頭 アポロリュウセイ号・イアペトス号・イソノヴィグラス号・グレートブレス号・セイウンアワード号

17008 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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 5，250，000
5，250，000

円
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
1：07．8
1：06．5

良
良

11 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿57 菱田 裕二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 482－ 61：08．4 15．2�
48 レッドカーペット 牡4栗 57 池添 謙一 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 518＋ 2 〃 同着 10．4�
47 サウンドドゥイット 牡5鹿 57 丸山 元気増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 458＋ 61：08．5� 39．1�
59 ダノンキャップ 牡4栗 57 武 豊�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 532＋16 〃 クビ 20．4�
24 メジャータイフーン 牝4栗 55 岩田 康誠林 正道氏 斉藤 崇史 新ひだか 服部 牧場 478－ 81：08．6クビ 4．5	
23 ファーストオーサー 牡6黒鹿57 横山 和生石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 474－ 61：08．81� 247．7

510 ガーシュウィン 牡3鹿 54 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B472＋ 2 〃 ハナ 17．5�
612 クールファンタジー 牝3黒鹿52 浜中 俊川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 452＋ 2 〃 ハナ 8．0�
36 ニシノエアレス 牝3栗 52

51 ☆�島 克駿西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 442－10 〃 ハナ 28．4
35 ファイブフォース 牝3鹿 52

51 ☆小崎 綾也�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 468－ 2 〃 ハナ 5．3�

815 ポルボローネ 牝5栗 55
53 △井上 敏樹小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 448＋181：09．01� 63．8�

713 フェアラフィネ 牝5芦 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 442± 01：09．21� 35．7�
12 カゼノシッポ 牝4栗 55

53 △坂井 瑠星�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 432＋ 2 〃 クビ 54．6�
611 ド ル メ ロ 牡5黒鹿57 黛 弘人�NICKS 尾関 知人 浦河 高村牧場 466－10 〃 ハナ 184．9�
714 ディープウォーリア 牡3黒鹿54 吉田 隼人中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 438－ 61：09．73 3．5�
816 ケ ン シ ン 牡3鹿 54 蛯名 正義岡 浩二氏 谷 潔 青森 スプリングファーム 490＋ 81：11．7大差 28．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，081，700円 複勝： 38，107，700円 枠連： 11，148，400円
馬連： 41，658，300円 馬単： 19，426，800円 ワイド： 30，571，500円
3連複： 62，306，300円 3連単： 70，581，200円 計： 298，881，900円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

740円
530円 複 勝 �

�
320円
320円 � 700円 枠 連（1－4） 4，500円

馬 連 �� 7，440円 馬 単 ��
��

8，020円
6，230円

ワ イ ド �� 2，440円 ��
��

5，160円
5，570円

3 連 複 ��� 65，440円 3 連 単 ���
���

149，620円
141，350円

票 数

単勝票数 計 250817 的中 � 13168（6番人気）� 19220（5番人気）
複勝票数 計 381077 的中 � 32376（6番人気）� 33059（5番人気）� 12977（9番人気）
枠連票数 計 111484 的中 （1－4） 1916（23番人気）
馬連票数 計 416583 的中 �� 4335（24番人気）
馬単票数 計 194268 的中 �� 907（61番人気）�� 1170（48番人気）
ワイド票数 計 305715 的中 �� 3271（27番人気）�� 1522（57番人気）�� 1407（63番人気）
3連複票数 計 623063 的中 ��� 714（215番人気）
3連単票数 計 705812 的中 ��� 171（1025番人気） ��� 181（972番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァッフシュテルケ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2013．8．17 小倉4着

2011．3．5生 牡6青鹿 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー 45戦3勝 賞金 43，714，000円
市場取引馬
レッドカーペット �

�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2015．7．4 中京2着

2013．5．7生 牡4栗 母 タペストリー 母母 ゲ ル ニ カ 12戦3勝 賞金 34，104，000円
〔その他〕 ケンシン号は，競走中に疾病〔右手根骨複骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。



17009 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
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
1：41．7

不良
不良

34 � カレンジラソーレ 牡4栗 57 藤岡 康太鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 490－ 61：45．8 39．9�
11 ドラゴンシュバリエ 牡4芦 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 3．7�
22 マコトシャムロック 牡4青鹿57 蛯名 正義�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 492－ 41：46．12 9．3�
610 エドノマツオー 牡4栗 57 横山 和生遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 480－ 21：46．2クビ 18．0�
46 スペシャルホース 牡3黒鹿54 松岡 正海田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 502－ 81：46．73 5．9�
711 トウケイワラウカド 牡4鹿 57 北村 友一木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 478－101：47．01� 3．4	
813 キングラディウス 牡4栗 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B468＋ 4 〃 ハナ 11．3

57 ジュアンマリエ 牝4栗 55

53 △井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 456＋10 〃 ハナ 19．6�

814 レ オ ニ ー ズ 牡6鹿 57
56 ☆小崎 綾也 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 61：47．32 6．5
45 � ワンダージンテーゼ 牡5黒鹿57 荻野 琢真山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム B450－ 41：47．4� 104．7�
33 メイショウイッポン 牡3鹿 54 柴山 雄一松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 488＋ 41：47．61 55．6�
58 ガルガンチュア 牡4栗 57

54 ▲横山 武史渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 442＋ 81：47．8� 185．7�
712 オースミハナチャン 牝4栗 55 国分 恭介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 474－ 21：48．43� 97．3�

（13頭）
69 ステイリッチ 	5栗 57 菱田 裕二宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，899，500円 複勝： 36，255，000円 枠連： 12，105，700円
馬連： 49，545，200円 馬単： 22，744，400円 ワイド： 30，808，400円
3連複： 63，131，500円 3連単： 85，229，800円 計： 322，719，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，990円 複 勝 � 660円 � 180円 � 270円 枠 連（1－3） 6，050円

馬 連 �� 10，250円 馬 単 �� 22，150円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 3，540円 �� 680円

3 連 複 ��� 21，930円 3 連 単 ��� 174，550円

票 数

単勝票数 差引計 228995（返還計 642） 的中 � 4588（9番人気）
複勝票数 差引計 362550（返還計 779） 的中 � 11616（9番人気）� 62510（2番人気）� 34178（5番人気）
枠連票数 差引計 121057（返還計 32） 的中 （1－3） 1550（22番人気）
馬連票数 差引計 495452（返還計 2773） 的中 �� 3744（30番人気）
馬単票数 差引計 227444（返還計 1166） 的中 �� 770（65番人気）
ワイド票数 差引計 308084（返還計 1669） 的中 �� 2784（30番人気）�� 2167（36番人気）�� 12356（6番人気）
3連複票数 差引計 631315（返還計 6066） 的中 ��� 2159（67番人気）
3連単票数 差引計 852298（返還計 7974） 的中 ��� 354（470番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．9―42．4―54．8―1：07．2―1：19．9―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
1，7（2，10）12（3，5，13）4（8，11）14，6
1，10（2，7，12，14）（4，13）6（3，11）5，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�カレンジラソーレ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エンドスウィープ

2013．3．21生 牡4栗 母 エンドレスビジネス 母母 ベンチャービジネス 9戦1勝 賞金 13，110，000円
初出走 JRA

〔競走除外〕 ステイリッチ号は，疾病〔右前肢挫創〕のため装鞍所で競走除外。
〔制裁〕 ワンダージンテーゼ号の騎手荻野琢真は，1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：13番）
※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。
（非抽選馬） 1頭 メイショウミツタダ号

17010 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第10競走 ��
��2，600�

こ ま が た け

駒 ケ 岳 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

11 メイショウガーデン 牝4黒鹿55 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 520－ 22：37．3レコード 7．7�
55 トロピカルストーム �4黒鹿57 北村 友一吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 42：37．93	 22．3�
67 ウインイクシード 牡3黒鹿53 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 4 〃 ハナ 4．8�
56 
 リ ッ ジ マ ン 牡4鹿 57 蛯名 正義�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 450＋ 22：38．0クビ 12．7�
33 ロ ラ イ マ �4鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 ハナ 7．6	
79 ヴァントシルム 牡3鹿 53 武 豊 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 470－ 62：38．53 4．4

710 ラッシュアワー 牡4黒鹿57 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 42：38．6クビ 19．6�
811 シャインブライト 牡4芦 57 勝浦 正樹了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 472－ 82：38．81� 3．8�
68 ナンヨーテンプル 牡5黒鹿57 古川 吉洋中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 500＋ 2 〃 クビ 51．5
44 
 マコトガラハッド �4鹿 57 吉田 隼人�ディアマント 島 一歩 様似 出口 繁夫 488＋122：38．9クビ 12．4�
812 ホットファイヤー 牡4鹿 57 島 克駿西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 462－ 22：39．0	 132．1�
22 エクセレントミスズ 牡4鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 460± 02：39．42	 49．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，897，600円 複勝： 45，063，300円 枠連： 13，200，900円
馬連： 65，455，100円 馬単： 29，078，200円 ワイド： 40，358，600円
3連複： 86，048，200円 3連単： 116，111，500円 計： 426，213，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 240円 � 460円 � 190円 枠 連（1－5） 3，260円

馬 連 �� 5，780円 馬 単 �� 9，270円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 720円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 56，230円

票 数

単勝票数 計 308976 的中 � 31918（5番人気）
複勝票数 計 450633 的中 � 49856（4番人気）� 21154（9番人気）� 70437（3番人気）
枠連票数 計 132009 的中 （1－5） 3138（19番人気）
馬連票数 計 654551 的中 �� 8776（27番人気）
馬単票数 計 290782 的中 �� 2352（44番人気）
ワイド票数 計 403586 的中 �� 6948（22番人気）�� 14837（7番人気）�� 7360（21番人気）
3連複票数 計 860482 的中 ��� 7598（34番人気）
3連単票数 計1161115 的中 ��� 1497（222番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．1―12．6―12．2―12．7―12．5―12．1―11．7―11．7―12．4―11．9―12．1

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�
12．5―23．3―35．4―48．0―1：00．2―1：12．9―1：25．4―1：37．5―1：49．2―2：00．9―2：13．3―2：25．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウガーデン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．4．10 阪神5着

2013．4．14生 牝4黒鹿 母 メイショウルイーズ 母母 フェアトゥザウインド 13戦3勝 賞金 31，023，000円



17011 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第11競走 ��
��1，200�H T B 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

北海道テレビ放送賞（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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：06．5

良
良

611 タマモブリリアン 牝4黒鹿55 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 466－ 21：07．6レコード 5．5�
59 レーヴムーン 牡4黒鹿57 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 474± 01：07．81 3．7�
12 キャンディバローズ 牝4鹿 55 岩田 康誠猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 416± 0 〃 クビ 17．7�
48 イ キ オ イ 牡5鹿 57 浜中 俊西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 448－ 81：08．01 36．1�
11 デスティニーソング 牝3鹿 52 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 4 〃 アタマ 6．8�
36 	 フジノパンサー 牡4鹿 57 勝浦 正樹久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 21：08．1
 6．1	
35 ユメノマイホーム 牝5栗 55 松岡 正海
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 462＋ 8 〃 クビ 24．3�
23 シンフォニア 牝5栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 500＋22 〃 ハナ 57．4�
510 ラホーヤビーチ 牝5青鹿55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 468－ 8 〃 クビ 77．2
714 クードラパン 牝4黒鹿55 菱田 裕二 
シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 500－ 21：08．2
 17．3�
612 ショウナンマッシブ 牡3鹿 54 池添 謙一国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 464＋ 21：08．41 9．4�
713 キッズライトオン 牡5栗 57 丹内 祐次瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－ 81：08．61� 34．4�
24 トゥルームーン 牝5鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム B490－ 61：08．7� 33．8�
47  ダズンフラワー 牝3栗 52 高松 亮
下河辺牧場 菅原 右吉 日高 下河辺牧場 396＋ 4 〃 クビ 270．6�

（岩手） （岩手）

816 カービングパス 牝5鹿 55 武 豊 
サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482－ 41：09．01� 9．7�
815 ペイシャオブロー 牡5鹿 57 丸山 元気北所 直人氏 青木 孝文 平取 二風谷ファーム 504－ 41：09．31� 101．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，632，200円 複勝： 84，574，700円 枠連： 40，024，500円
馬連： 177，850，400円 馬単： 67，899，800円 ワイド： 88，366，700円
3連複： 264，302，900円 3連単： 345，359，500円 計： 1，118，010，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 160円 � 380円 枠 連（5－6） 780円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，640円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 6，520円 3 連 単 ��� 26，890円

票 数

単勝票数 計 496322 的中 � 71851（2番人気）
複勝票数 計 845747 的中 � 120622（3番人気）� 165905（1番人気）� 44305（7番人気）
枠連票数 計 400245 的中 （5－6） 39733（1番人気）
馬連票数 計1778504 的中 �� 117600（1番人気）
馬単票数 計 678998 的中 �� 22281（3番人気）
ワイド票数 計 883667 的中 �� 52768（1番人気）�� 13226（20番人気）�� 15457（15番人気）
3連複票数 計2643029 的中 ��� 30364（14番人気）
3連単票数 計3453595 的中 ��� 9311（53番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．4―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．3―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモブリリアン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2015．10．12 京都3着

2013．3．28生 牝4黒鹿 母 チャームダイヤ 母母 ダイヤモンドピアス 17戦4勝 賞金 57，033，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パラダイスガーデン号
（非抽選馬） 4頭 ウエスタンユーノー号・クリノダイスーシー号・トロピカルガーデン号・ライトフェアリー号
※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。

17012 6月17日 晴 良 （29函館1）第1日 第12競走 ��1，800�
ゆ う ら っ ぷ

遊 楽 部 特 別
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

612 ブレイクマイハート 牝4鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 日高 シンコーファーム 454＋141：46．7 24．0�
714 デルマオギン 牝4鹿 55 北村 友一浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478－ 41：46．91� 25．8�
48 フライングレディ 牝4黒鹿55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 アタマ 4．5�
713 クリノサンスーシ 牝4鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 440－ 41：47．11 18．5�
36 マサノマリリン 牝6黒鹿55 池添 謙一中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 466± 0 〃 アタマ 13．6�
12 メイショウミハル 牝3栗 52 岩田 康誠松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 472＋ 4 〃 アタマ 7．9	
24 サトノオニキス 牝4黒鹿55 坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 420－ 6 〃 クビ 5．6

47 ミ ネ ッ ト 牝4鹿 55 武 豊窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 460＋ 61：47．2� 5．5�
816 サンティール 牝3鹿 52 蛯名 正義吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460＋10 〃 アタマ 13．5�
35 コスモレティクルム 牝4鹿 55 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 51：47．52 142．2�
23 レッドカルディア 牝4鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464＋18 〃 ハナ 18．4�
611� メイショウミソラ 牝5栗 55 菱田 裕二松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 458－ 21：47．71� 184．9�
59 スイートメモリーズ 牝4黒鹿55 吉田 隼人堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 三石ファーム 504＋101：47．8� 52．1�
815� バークレアヴィガ 牝4鹿 55 横山 和生鈴木 義孝氏 吉田 直弘 日高 賀張三浦牧場 416－ 61：47．9	 353．7�
11 キーウエスト 牝4鹿 55 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 444－ 41：48．96 115．0�
510 エクストラファイン 牝5黒鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 456－ 6 （競走中止） 5．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，007，400円 複勝： 65，366，700円 枠連： 27，195，600円
馬連： 99，379，600円 馬単： 40，294，800円 ワイド： 61，383，300円
3連複： 145，265，800円 3連単： 180，984，000円 計： 661，877，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 510円 � 610円 � 210円 枠 連（6－7） 6，340円

馬 連 �� 21，150円 馬 単 �� 42，860円

ワ イ ド �� 5，430円 �� 2，100円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 41，090円 3 連 単 ��� 350，830円

票 数

単勝票数 計 420074 的中 � 13954（10番人気）
複勝票数 計 653667 的中 � 30560（9番人気）� 24641（11番人気）� 101734（1番人気）
枠連票数 計 271956 的中 （6－7） 3322（26番人気）
馬連票数 計 993796 的中 �� 3641（56番人気）
馬単票数 計 402948 的中 �� 705（114番人気）
ワイド票数 計 613833 的中 �� 2871（59番人気）�� 7606（28番人気）�� 7660（27番人気）
3連複票数 計1452658 的中 ��� 2651（143番人気）
3連単票数 計1809840 的中 ��� 374（1014番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．0―34．7―46．7―59．0―1：11．1―1：23．2―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイクマイハート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nashwan デビュー 2015．11．1 東京2着

2013．1．25生 牝4鹿 母 シンコウノビー 母母 Christabelle 10戦2勝 賞金 27，771，000円
〔競走中止〕 エクストラファイン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 ブライティアスター号・ヤマニンルサリー号



（29函館1）第1日 6月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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
3，800，000円
11，600，000円
1，420，000円
19，030，000円
67，769，000円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
311，413，200円
475，636，600円
164，191，500円
668，283，800円
304，795，100円
412，628，800円
957，706，900円
1，232，163，400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 4，526，819，300円

総入場人員 6，624名 （有料入場人員 5，929名）
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