
17049 7月1日 曇 良 （29函館1）第5日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9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
1：09．2
1：07．8

良
良

44 カ シ ア ス 牡2鹿 54 浜中 俊 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 476± 01：09．4 2．2�

810 キングキングキング 牡2黒鹿54 蛯名 正義嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 454－ 21：10．03� 7．9�
11 ニシノオトコマサリ 牝2青鹿54 吉田 隼人西山 茂行氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 404－ 21：10．1� 26．6�
78 ディアバビアナ 牝2栗 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 474－ 21：10．2� 3．7�
33 マリームーン 牝2栃栗54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 462－ 81：10．3� 6．3�
89 サンシャンペーン 牡2鹿 54

53 ☆城戸 義政加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 456＋ 61：10．4� 113．6	
55 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 472＋ 61：10．72 17．1�
22 カシノデジール 牝2鹿 54

52 △井上 敏樹柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 442－ 61：10．91	 233．5�
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± 01：11．0� 14．1
77 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 424＋ 21：11．31� 118．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 21，349，400円 複勝： 30，807，200円 枠連： 5，478，400円
馬連： 32，635，500円 馬単： 20，911，200円 ワイド： 22，004，900円
3連複： 47，538，000円 3連単： 81，000，500円 計： 261，725，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 190円 � 380円 枠 連（4－8） 710円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 330円 �� 730円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 11，730円

票 数

単勝票数 計 213494 的中 � 80609（1番人気）
複勝票数 計 308072 的中 � 115751（1番人気）� 34121（3番人気）� 12576（7番人気）
枠連票数 計 54784 的中 （4－8） 5908（3番人気）
馬連票数 計 326355 的中 �� 34942（3番人気）
馬単票数 計 209112 的中 �� 13274（4番人気）
ワイド票数 計 220049 的中 �� 19215（3番人気）�� 7486（11番人気）�� 2977（19番人気）
3連複票数 計 475380 的中 ��� 9954（13番人気）
3連単票数 計 810005 的中 ��� 5003（41番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．8―11．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―46．2―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 ・（5，6）（4，8）（1，7，10）9，3－2 4 ・（5，6）（4，8）10（1，7）9，3－2

勝馬の
紹 介

カ シ ア ス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2017．6．18 函館2着

2015．3．27生 牡2鹿 母 ラブディラン 母母 ゴンチャローワ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

17050 7月1日 曇 良 （29函館1）第5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
1：41．7

不良
不良

69 ダンツブロケード 牝3栗 54
53 ☆城戸 義政山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 480＋ 21：47．3 86．6�

58 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± 01：47．72� 28．3�
712 ピンクスター 牝3鹿 54 蛯名 正義チームユッキレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462＋14 〃 ハナ 16．6�
33 エアセリーナ 牝3栗 54 C．ルメール �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 クビ 18．0�
814 エンパイアスタイル 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史吉田 千津氏 新開 幸一 新冠 村上 欽哉 432－ 21：47．8クビ 61．0�
11 ブルーブラッド 牝3栗 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 4 〃 クビ 20．5	
45 ラインアストロ 牝3鹿 54 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 土田 扶美子 B440± 01：47．9クビ 75．1

610 シルバーコンパス 牝3芦 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 540－ 41：48．22 1．6�
46 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 426＋ 41：48．62� 57．0�
57 サンカーメル 牝3鹿 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 442＋ 61：48．91� 177．5�
34 レッドラトナ 牝3鹿 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：49．64 15．8�
711 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 448＋ 8 〃 クビ 7．7�
813 ペイシャオブワキア 牝3鹿 54 黛 弘人北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 446－ 41：50．13 5．2�
22 タイムレスタイム 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星栗坂 崇氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 472± 01：50．73� 137．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，729，800円 複勝： 65，350，500円 枠連： 9，021，300円
馬連： 37，476，300円 馬単： 23，190，100円 ワイド： 28，927，700円
3連複： 55，108，200円 3連単： 81，080，100円 計： 324，884，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，660円 複 勝 � 3，020円 � 1，140円 � 700円 枠 連（5－6） 2，130円

馬 連 �� 107，570円 馬 単 �� 228，840円

ワ イ ド �� 19，940円 �� 12，260円 �� 5，440円

3 連 複 ��� 386，270円 3 連 単 ��� 3，918，870円

票 数

単勝票数 計 247298 的中 � 2282（12番人気）
複勝票数 計 653505 的中 � 5498（13番人気）� 15265（8番人気）� 25913（4番人気）
枠連票数 計 90213 的中 （5－6） 3273（7番人気）
馬連票数 計 374763 的中 �� 270（82番人気）
馬単票数 計 231901 的中 �� 76（158番人気）
ワイド票数 計 289277 的中 �� 373（81番人気）�� 608（66番人気）�� 1380（40番人気）
3連複票数 計 551082 的中 ��� 107（272番人気）
3連単票数 計 810801 的中 ��� 15（1874番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．0―12．7―12．5―12．4―12．8―13．2―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．2―42．9―55．4―1：07．8―1：20．6―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツブロケード �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2016．10．23 京都11着

2014．4．14生 牝3栗 母 シャドウリング 母母 アームサンサン 5戦1勝 賞金 5，500，000円

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１回 函館競馬 第５日



17051 7月1日 曇 良 （29函館1）第5日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10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
57．7
56．9

重
重

67 エ ピ ュ ー レ 牝3栗 54
53 ☆坂井 瑠星�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 476＋ 2 59．9 6．5�

68 オシノイッテ 牡3栗 56
55 ☆木幡 初也西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 450－ 4 〃 クビ 4．8�

710 ギャラクシーキング 牡3芦 56
53 ▲横山 武史田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 B462－ 21：00．0� 11．9�

79 ムテキングス 牡3鹿 56 岩田 康誠大塚 亮一氏 伊藤 大士 新ひだか 飛野牧場 464＋ 41：00．31� 6．3�
33 タイセイブリット 牡3黒鹿56 勝浦 正樹田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 アラキフアーム 454＋ 21：00．4� 7．5�
22 ノボミリオンヌ 牝3鹿 54 丸山 元気�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 440± 0 〃 クビ 20．9	
811 メイショウカリナン 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 B488＋ 41：00．5クビ 5．2

11 ニシノキャプテン 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 480－ 6 〃 クビ 5．3�
56 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 432＋ 6 〃 ハナ 27．8�
812 アラタマクリスエス 牝3鹿 54 中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 440＋ 61：00．71� 92．1
44 ヤマノブロンコ 牡3栗 56 蛯名 正義澤村 敏雄氏 田中 清隆 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B460＋ 2 〃 ハナ 25．1�
55 フレンドリーナイト 牡3栗 56 原田 和真増山 武志氏 松山 将樹 浦河 大道牧場 470± 01：02．310 190．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，703，200円 複勝： 36，005，100円 枠連： 8，523，300円
馬連： 35，439，900円 馬単： 17，761，200円 ワイド： 26，731，300円
3連複： 51，285，800円 3連単： 63，691，900円 計： 261，141，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 170円 � 340円 枠 連（6－6） 1，510円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，490円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 36，820円

票 数

単勝票数 計 217032 的中 � 26513（5番人気）
複勝票数 計 360051 的中 � 40401（6番人気）� 64818（1番人気）� 23214（7番人気）
枠連票数 計 85233 的中 （6－6） 4361（6番人気）
馬連票数 計 354399 的中 �� 15458（6番人気）
馬単票数 計 177612 的中 �� 4035（8番人気）
ワイド票数 計 267313 的中 �� 10691（7番人気）�� 4489（19番人気）�� 6185（17番人気）
3連複票数 計 512858 的中 ��� 4727（30番人気）
3連単票数 計 636919 的中 ��� 1254（145番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．5―35．2―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ピ ュ ー レ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．11．26 京都6着

2014．4．20生 牝3栗 母 コンスヴァール 母母 エンシャントゴールド 4戦1勝 賞金 5，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 コウセイエリザベス号・ディアユリアザミ号

17052 7月1日 曇 良 （29函館1）第5日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時25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

57 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± 01：47．4 4．4�

33 ノアブリジット 牝3栗 54 吉田 隼人佐山 公男氏 天間 昭一 日高 千葉飯田牧場 464－ 8 〃 クビ 3．5�
56 シャーロック 牡3鹿 56 池添 謙一薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 454＋ 21：47．5クビ 4．2�
22 リネンスカッシュ 牝3栗 54 丹内 祐次戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 沖田 博志 474－ 81：48．24 26．6�
711 メイショウタンヅツ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 462± 01：48．73 19．6�
11 ブラウンプレスト 牡3鹿 56 丸山 元気キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド B460－ 2 〃 アタマ 11．8�
812 ニシノリヒト 牡3鹿 56 松岡 正海西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 446＋ 21：48．91� 9．7	
68 ヒルノコートドール 牝3青鹿54 古川 吉洋
ヒルノ 北出 成人 新ひだか 小河 豊水 434± 01：49．0クビ 151．1�
45 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 504－ 2 〃 アタマ 7．3�
710 ディアユリアザミ 牝3鹿 54 藤岡 佑介ディアレストクラブ
 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B482＋ 81：49．53 53．5
813 ア ン ジ ー 牝3栗 54 原田 和真加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡部牧場 B466－ 21：49．92� 131．3�
69 スリーサンウェイ 牝3黒鹿54 小林 徹弥永井商事
 目野 哲也 浦河 辻 牧場 464－ 41：50．53� 145．3�
44 コンフォルツァ 牡3黒鹿56 黛 弘人広尾レース
 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 B484－ 81：53．2大差 16．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，233，600円 複勝： 28，272，600円 枠連： 9，090，300円
馬連： 31，851，400円 馬単： 17，647，200円 ワイド： 23，026，200円
3連複： 44，296，500円 3連単： 58，404，900円 計： 234，822，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 160円 � 160円 枠 連（3－5） 490円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 290円 �� 360円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 222336 的中 � 39860（3番人気）
複勝票数 計 282726 的中 � 52323（1番人気）� 46646（2番人気）� 42769（3番人気）
枠連票数 計 90903 的中 （3－5） 14224（1番人気）
馬連票数 計 318514 的中 �� 35446（1番人気）
馬単票数 計 176472 的中 �� 10344（1番人気）
ワイド票数 計 230262 的中 �� 20933（1番人気）�� 15839（3番人気）�� 16078（2番人気）
3連複票数 計 442965 的中 ��� 29698（1番人気）
3連単票数 計 584049 的中 ��� 8860（1番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．0―12．6―12．9―12．8―12．9―12．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．1―42．7―55．6―1：08．4―1：21．3―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカガルチ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2017．2．19 小倉17着

2014．5．22生 牡3栗 母 ウォータームーン 母母 シュミーダー 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンフォルツァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月1日まで平地競走

に出走できない。
※ディアユリアザミ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17053 7月1日 曇 良 （29函館1）第5日 第5競走 ��
��1，000�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
57．2
55．0

良
良

33 キタノユウキ 牡2鹿 54 岩田 康誠河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 498 ― 58．0 4．6�
11 ツクバクロオー 牡2青鹿54 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 444 ― 〃 クビ 3．5�
88 ココロストライク 牝2栗 54 横山 和生�服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 450 ― 58．31� 8．5�
22 ロイズブラスハート 牝2黒鹿54 松岡 正海山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 430 ― 58．62 3．7�
55 ソルトテラス 牡2鹿 54 池添 謙一 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 422 ― 59．13 13．4�
66 ビクトリーゲート 牝2鹿 54 吉田 隼人泉 俊二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 424 ― 〃 ハナ 6．0	
44 プリティロコガール 牝2芦 54

51 ▲横山 武史 
コロンバスサークル 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 436 ― 59．2クビ 51．0�
89 シ グ ナ 牝2栗 54

52 △井上 敏樹杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 392 ―1：00．810 25．2�
77 レディオブザレイク 牝2鹿 54 古川 吉洋�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 オリエント牧場 444 ― 〃 ハナ 101．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，280，000円 複勝： 25，988，200円 枠連： 5，875，900円
馬連： 30，020，500円 馬単： 19，631，900円 ワイド： 21，259，400円
3連複： 41，763，300円 3連単： 70，506，000円 計： 244，325，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 140円 � 210円 枠 連（1－3） 900円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 380円 �� 790円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 9，020円

票 数

単勝票数 計 292800 的中 � 53122（3番人気）
複勝票数 計 259882 的中 � 38861（4番人気）� 58990（1番人気）� 27280（5番人気）
枠連票数 計 58759 的中 （1－3） 5054（4番人気）
馬連票数 計 300205 的中 �� 26354（3番人気）
馬単票数 計 196319 的中 �� 7656（5番人気）
ワイド票数 計 212594 的中 �� 14942（4番人気）�� 6461（11番人気）�� 11987（8番人気）
3連複票数 計 417633 的中 ��� 16351（6番人気）
3連単票数 計 705060 的中 ��� 5664（26番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．3―34．6―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタノユウキ �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Fusaichi Pegasus 初出走

2015．6．20生 牡2鹿 母 ウイングオブピース 母母 Universal Peace 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17054 7月1日 曇 良 （29函館1）第5日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45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

55 フィーリングハート 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 42：01．3 5．4�

89 リンネルクロス 牝3黒鹿 54
52 △井上 敏樹飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 396＋ 22：01．4� 28．7�

77 ショウナンタロット 牡3青 56 池添 謙一国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 454＋ 8 〃 ハナ 7．8�
22 タイセイレイザー 牡3青鹿56 松岡 正海田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 B462± 02：01．93 1．6�
78 サンピッツバーグ 牝3鹿 54 中井 裕二 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社

ケイズ 422－ 2 〃 クビ 10．2�
810 ピエナトビーズ 牝3青鹿54 藤岡 康太本谷 兼三氏 奥村 豊 浦河 岡本牧場 396＋ 22：02．11� 13．1	
44 デルマタビダチ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 02：02．31� 14．9

33 アドマイヤトリプル 牡3鹿 56 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 522－162：02．72� 30．7�
11 デルママイウェイ 牡3鹿 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム B504－ 22：02．8� 101．4�
66 ストリートダイナー 牝3鹿 54 岩田 康誠嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 434＋ 22：03．54 30．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，587，600円 複勝： 22，749，700円 枠連： 7，201，600円
馬連： 27，097，500円 馬単： 19，791，400円 ワイド： 19，504，500円
3連複： 37，507，900円 3連単： 71，290，000円 計： 223，730，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 560円 � 250円 枠 連（5－8） 2，150円

馬 連 �� 7，150円 馬 単 �� 13，040円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 710円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 15，740円 3 連 単 ��� 99，390円

票 数

単勝票数 計 185876 的中 � 27165（2番人気）
複勝票数 計 227497 的中 � 29767（2番人気）� 9081（8番人気）� 24457（5番人気）
枠連票数 計 72016 的中 （5－8） 2587（7番人気）
馬連票数 計 270975 的中 �� 2937（19番人気）
馬単票数 計 197914 的中 �� 1138（36番人気）
ワイド票数 計 195045 的中 �� 2592（21番人気）�� 7376（8番人気）�� 2024（26番人気）
3連複票数 計 375079 的中 ��� 1787（43番人気）
3連単票数 計 712900 的中 ��� 520（249番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．2―12．5―12．5―12．6―12．1―11．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．9―48．4―1：00．9―1：13．5―1：25．6―1：37．3―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィーリングハート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．9．25 中山7着

2014．3．2生 牝3黒鹿 母 ホクトグレイン 母母 マイネラフィーネ 9戦1勝 賞金 5，750，000円



17055 7月1日 曇 良 （29函館1）第5日 第7競走 ��1，000�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
57．7
56．9

重
重

55 トブガゴトク 牡4芦 57 松岡 正海松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 498＋ 6 58．3 2．0�
66 タマモコーラス 牝3黒鹿 52

51 ☆城戸 義政タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 454＋12 58．51 4．9�
88 ゼ セ ル 牡3鹿 54 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 480± 0 59．45 2．9�
22 セイウンアワード 牡5鹿 57 岩田 康誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B538＋ 61：00．14 24．8�
77 ユキノマルガリータ 牝7鹿 55

52 ▲横山 武史井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 21：00．2� 36．7�
11 ハートイズハート 牡4栗 57 四位 洋文北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 468＋ 2 〃 クビ 8．8	
33 コパカバーナ 牝3栗 52

50 △井上 敏樹
ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 492＋ 21：00．83� 35．5�
44 プリンシアラッテオ 牝4青鹿55 横山 和生芳川 貴行氏 高橋 文雅 浦河 高村牧場 B482＋ 61：00．9� 63．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 23，206，900円 複勝： 22，707，100円 枠連： 発売なし
馬連： 31，696，600円 馬単： 21，509，200円 ワイド： 18，334，300円
3連複： 38，926，300円 3連単： 84，762，700円 計： 241，143，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 220円 �� 140円 �� 230円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 2，100円

票 数

単勝票数 計 232069 的中 � 90328（1番人気）
複勝票数 計 227071 的中 � 83123（1番人気）� 31435（3番人気）� 44037（2番人気）
馬連票数 計 316966 的中 �� 43894（2番人気）
馬単票数 計 215092 的中 �� 16227（3番人気）
ワイド票数 計 183343 的中 �� 18644（2番人気）�� 40336（1番人気）�� 17600（3番人気）
3連複票数 計 389263 的中 ��� 89130（1番人気）
3連単票数 計 847627 的中 ��� 29210（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．5―46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．2
3 5，6－（7，1，8）－（2，4）－3 4 5，6－（1，8）7，2，4－3

勝馬の
紹 介

トブガゴトク 
�
父 シニスターミニスター 

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．6．12 東京13着

2013．3．15生 牡4芦 母 バ ラ イ ロ ー 母母 ローズカーニバル 10戦2勝 賞金 21，800，000円
※出走取消馬 チェリースプリング号（疾病〔左口角部挫創〕のため）

17056 7月1日 曇 良 （29函館1）第5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

68 コパノチャンス 牡4栗 57 丸山 元気小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 B490－ 41：08．9 9．0�
11 ケ ル ベ ロ ス 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 450± 0 〃 ハナ 7．0�
22 ショウナンアヴィド 牡4青鹿57 蛯名 正義�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B488± 0 〃 クビ 3．9�
44 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± 01：09．11 3．0�
56 � イ ズ モ 牡5栗 57

56 ☆小崎 綾也田畑 利彦氏 小崎 憲 米 Clearsky
Farms 470－ 61：09．2	 65．3�

811
 ムーンドロップ 牡6鹿 57 横山 和生	Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム B450＋ 2 〃 ハナ 55．4

33 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± 01：09．3	 9．2�
67 ベリーグレート 牝3鹿 52 小林 徹弥栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 418± 01：09．4� 170．7�
55 ダノンキャップ 牡4栗 57 C．ルメール	ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 532± 01：09．61	 4．3
812 グリーンバシリスク 牝4栗 55

54 ☆木幡 初也石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B460± 01：09．91� 43．5�
79 マイアミトロピカル 牝3栗 52

51 ☆城戸 義政 	グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 原田牧場 426＋ 41：10．0� 156．5�
710 ベルウッドカペラ 牡3青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 458－ 81：10．21� 237．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，459，900円 複勝： 29，045，100円 枠連： 7，693，300円
馬連： 37，596，600円 馬単： 22，110，600円 ワイド： 24，995，800円
3連複： 49，817，700円 3連単： 82，628，000円 計： 276，347，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 230円 � 200円 � 170円 枠 連（1－6） 2，940円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 870円 �� 590円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 23，740円

票 数

単勝票数 計 224599 的中 � 19940（5番人気）
複勝票数 計 290451 的中 � 30645（6番人気）� 37530（4番人気）� 46981（3番人気）
枠連票数 計 76933 的中 （1－6） 2024（13番人気）
馬連票数 計 375966 的中 �� 9670（13番人気）
馬単票数 計 221106 的中 �� 3060（26番人気）
ワイド票数 計 249958 的中 �� 6998（13番人気）�� 10831（10番人気）�� 15328（4番人気）
3連複票数 計 498177 的中 ��� 11268（13番人気）
3連単票数 計 826280 的中 ��� 2523（94番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―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4F46．0―3F34．9
3 ・（6，8）（7，10）（9，12）（1，11）5，2（3，4） 4 ・（6，8）（7，10）12（1，9，11）（5，2）（3，4）

勝馬の
紹 介

コパノチャンス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2015．9．27 中山4着

2013．4．27生 牡4栗 母 サクラコールミー 母母 サクラユスラウメ 13戦2勝 賞金 15，850，000円



17057 7月1日 曇 良 （29函館1）第5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

22 メイショウバッハ 牡4栗 57 藤岡 康太松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 494＋ 21：45．6 9．9�
11 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 484＋ 61：45．91� 5．4�
814 タイキダイヤモンド 牡3青鹿 54

52 △井上 敏樹�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 468＋ 21：46．53� 21．2�

57 レッドウィズダム 牡4鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 504－ 2 〃 クビ 3．0	
58 クレマンダルザス �4鹿 57 蛯名 正義吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454－ 21：46．82 3．9

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 B470＋ 21：46．9� 21．3�
69 サイドチェンジ 牡3黒鹿 54

53 ☆	島 克駿大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 平野牧場 B504－121：47．53� 47．5�
46 アイルーロス 牝4黒鹿55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 青森 諏訪牧場 468＋ 41：47．6� 57．7
33 グランシャリオ 牡5栗 57

56 ☆坂井 瑠星村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム B462＋ 2 〃 ハナ 159．8�
610 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 500－ 2 〃 クビ 4．6�
34 
 カスミポップコーン 牡4芦 57 勝浦 正樹吉田 勝利氏 森 秀行 新冠 村上 欽哉 476－ 41：48．02� 181．3�
45 
 タイキレガトゥス 牡5栗 57 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B494－ 61：48．1クビ 125．4�
711 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 444＋ 21：48．63 243．4�
712 ダークサイド �6黒鹿57 丹内 祐次星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 470＋ 21：50．9大差 163．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，500，500円 複勝： 35，757，000円 枠連： 12，811，300円
馬連： 44，414，300円 馬単： 24，452，000円 ワイド： 29，671，900円
3連複： 61，695，200円 3連単： 89，846，700円 計： 325，148，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 220円 � 200円 � 350円 枠 連（1－2） 2，070円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，970円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 14，110円 3 連 単 ��� 67，150円

票 数

単勝票数 計 265005 的中 � 21311（5番人気）
複勝票数 計 357570 的中 � 45026（5番人気）� 51156（4番人気）� 22751（6番人気）
枠連票数 計 128113 的中 （1－2） 4796（9番人気）
馬連票数 計 444143 的中 �� 13388（12番人気）
馬単票数 計 244520 的中 �� 3610（22番人気）
ワイド票数 計 296719 的中 �� 10225（9番人気）�� 3792（20番人気）�� 4503（18番人気）
3連複票数 計 616952 的中 ��� 3278（37番人気）
3連単票数 計 898467 的中 ��� 970（189番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．7―43．9―56．6―1：08．9―1：21．3―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
2，14，13（6，8）10（4，1）12，7（9，11）＝3－5・（2，14）（1，13，8）（7，10）6，4，9，11－（3，12）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウバッハ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．2．27 阪神15着

2013．4．17生 牡4栗 母 リバーサウンド 母母 チームカラーズ 13戦3勝 賞金 21，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダークサイド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月1日まで平地競走に

出走できない。
※アイルーロス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17058 7月1日 曇 良 （29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，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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

46 ナイトオブナイツ 牡4栗 57 池添 謙一市川義美ホール
ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 446± 01：46．1 3．7�

610 ラ ボ ー ナ 牡3鹿 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 538＋ 21：46．84 6．0�
34 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 444＋ 4 〃 ハナ 15．8�
35 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 480＋ 2 〃 クビ 7．3�
712 ルナーランダー 牡4栗 57 国分 恭介 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 6 〃 アタマ 16．1	
22 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 462＋ 61：47．01 9．9

814 ヤマニンリュウセイ 牡4栗 57 勝浦 正樹土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 476± 01：47．21� 23．2�
11 サーベラージュ 牡3栗 54 藤岡 康太�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 476± 01：47．3	 7．2�
713 ロードスター 牡4栗 57 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 41：47．51� 13．2
59 ド ル メ ロ 牡5黒鹿57 黛 弘人�NICKS 尾関 知人 浦河 高村牧場 476＋10 〃 ハナ 95．5�
23 パラノーマル 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 428＋101：47．92	 99．8�
58 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 428＋ 81：48．0	 10．8�
815 ラントシャフト 牝3栗 52 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 61：48．95 104．2�
611
 ホワイトドラゴン 牡3白 54 吉田 隼人窪田 康志氏 �島 一歩 米 Patchen Wilkes

Farm, LLC 504＋ 21：49．43 19．0�
47 ミヤビベスト 牡3鹿 54 浜中 俊村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 502＋101：50．14 40．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，304，500円 複勝： 62，943，300円 枠連： 19，616，500円
馬連： 78，620，100円 馬単： 35，395，700円 ワイド： 52，773，200円
3連複： 122，781，000円 3連単： 147，845，900円 計： 555，280，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 260円 � 330円 枠 連（4－6） 1，170円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 790円 �� 980円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 11，340円 3 連 単 ��� 44，530円

票 数

単勝票数 計 353045 的中 � 75170（1番人気）
複勝票数 計 629433 的中 � 119881（1番人気）� 58938（5番人気）� 42452（8番人気）
枠連票数 計 196165 的中 （4－6） 12885（2番人気）
馬連票数 計 786201 的中 �� 29893（6番人気）
馬単票数 計 353957 的中 �� 7958（8番人気）
ワイド票数 計 527732 的中 �� 17594（6番人気）�� 13945（9番人気）�� 4636（43番人気）
3連複票数 計1227810 的中 ��� 8118（43番人気）
3連単票数 計1478459 的中 ��� 2407（130番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．2―11．6―12．0―12．5―12．1―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―34．4―46．0―58．0―1：10．5―1：22．6―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．6
1
3
7，12，8（2，11）5，6（1，4，14）（3，13）9，15，10・（7，12，13）（8，14）（2，6）（1，5，4，11）（3，15）9，10

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

勝馬の
紹 介

ナイトオブナイツ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．26 阪神4着

2013．4．16生 牡4栗 母 シャイニングアレキ 母母 シャイニンレーサー 17戦3勝 賞金 47，655，000円
〔発走状況〕 サーベラージュ号・サトノオニキス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サーベラージュ号は，平成29年7月2日から平成29年7月23日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。



17059 7月1日 曇 良 （29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，1，600万円以下，28．7．2以降29．6．25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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

510 フルールシチー 牝6鹿 52 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 522＋ 41：08．1 30．5�
23 タマモブリリアン 牝4黒鹿54 C．ルメールタマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 468＋ 21：08．2� 2．0�
11 モズハツコイ 牝6芦 53 浜中 俊 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 476－ 21：08．41� 14．7�
612 オデュッセウス 牡4鹿 57 坂井 瑠星ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 クビ 24．2�
611 ウエスタンメルシー 牝6鹿 53 松岡 正海西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 460＋ 2 〃 アタマ 89．7�
59 アドマイヤゴッド 牡5鹿 55 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496± 0 〃 ハナ 11．3	
48 スカイパッション 牝5栗 53 吉田 隼人小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 466± 0 〃 ハナ 6．7

815 キタサンラブコール 牡6鹿 55 古川 吉洋�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B470－12 〃 ハナ 21．4�
36 アルマエルナト 	6栗 54 藤岡 佑介コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 462－ 2 〃 ハナ 30．1
713 ボンボンキャスト 牝5黒鹿52 蛯名 正義山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 496－ 41：08．5アタマ 78．6�
816 ディアマイダーリン 牝5鹿 53 横山 和生窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 490＋ 8 〃 ハナ 184．4�
12 ナインテイルズ 牡6栗 55 岩田 康誠岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 480－ 2 〃 クビ 4．7�
47 
 スズカアーサー 牡8鹿 54 丸山 元気永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 502＋ 41：08．6クビ 118．4�
35 ヴァイサーリッター 牡6芦 53 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466－ 61：08．7� 35．7�
24 センセーション 牝6鹿 51 小崎 綾也田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B482＋ 81：08．91� 55．6�
714 クリノタカラチャン 牝7黒鹿50 木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 416－ 21：09．11� 213．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，926，100円 複勝： 87，755，400円 枠連： 37，586，300円
馬連： 181，184，000円 馬単： 80，611，600円 ワイド： 90，841，100円
3連複： 265，109，400円 3連単： 390，977，800円 計： 1，192，991，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，050円 複 勝 � 490円 � 130円 � 330円 枠 連（2－5） 830円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 10，640円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 3，500円 �� 610円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 74，120円

票 数

単勝票数 計 589261 的中 � 15437（9番人気）
複勝票数 計 877554 的中 � 33304（8番人気）� 264847（1番人気）� 55016（5番人気）
枠連票数 計 375863 的中 （2－5） 34743（3番人気）
馬連票数 計1811840 的中 �� 43261（11番人気）
馬単票数 計 806116 的中 �� 5681（32番人気）
ワイド票数 計 908411 的中 �� 20393（11番人気）�� 6344（37番人気）�� 40749（4番人気）
3連複票数 計2651094 的中 ��� 24910（24番人気）
3連単票数 計3909778 的中 ��� 3824（214番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．3―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．2―45．5―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．9
3 ・（2，3，4，13）（1，15）（11，14）（5，16）9（10，12）（7，8）6 4 ・（2，3，4，13）（1，11，15）（5，9，14，16）（10，12）（6，8）7

勝馬の
紹 介

フルールシチー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．9．29 中山2着

2011．3．15生 牝6鹿 母 ブーケティアラ 母母 シンフォニーレディ 31戦5勝 賞金 94，516，000円

17060 7月1日 晴 良 （29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，1，000万円以下；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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

810 ジョルジュサンク 牡4栗 57 吉田 隼人 �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 516－102：00．0 3．4�

22 	 ルグランフリソン 牡4鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 478＋ 2 〃 クビ 2．9�

44 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 蛯名 正義西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 538－ 22：00．1クビ 9．1�
11 ラ デ ィ ウ ス 牡6鹿 57 浜中 俊名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 470± 0 〃 クビ 3．9�
66 シャインアロー 
5栗 57 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 460－ 8 〃 アタマ 24．9�
89 スズカヴァンガード 
6栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 486± 02：00．41� 80．9	
33 シークレットパス 牡6芦 57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B464＋ 4 〃 クビ 42．1

55 ノ ガ ロ 牡4栗 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516－ 82：00．5クビ 6．5�
78 ダブルイーグル 牡9鹿 57 藤岡 康太田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 476－ 42：00．6� 56．9�
77 	 ネオアトラクション 牡5鹿 57 藤岡 佑介林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 492± 02：00．91� 52．3
（10頭）

売 得 金
単勝： 40，175，500円 複勝： 44，781，400円 枠連： 15，000，800円
馬連： 79，079，600円 馬単： 43，716，000円 ワイド： 44，808，600円
3連複： 105，090，700円 3連単： 213，609，500円 計： 586，262，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 200円 枠 連（2－8） 550円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 260円 �� 480円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 5，520円

票 数

単勝票数 計 401755 的中 � 92673（2番人気）
複勝票数 計 447814 的中 � 99738（1番人気）� 94808（2番人気）� 43746（5番人気）
枠連票数 計 150008 的中 （2－8） 20901（1番人気）
馬連票数 計 790796 的中 �� 114451（1番人気）
馬単票数 計 437160 的中 �� 29273（1番人気）
ワイド票数 計 448086 的中 �� 48110（2番人気）�� 22405（7番人気）�� 22119（8番人気）
3連複票数 計1050907 的中 ��� 47769（5番人気）
3連単票数 計2136095 的中 ��� 28029（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．5―12．4―12．2―12．1―12．3―11．9―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―36．0―48．4―1：00．6―1：12．7―1：25．0―1：36．9―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3
2，5（6，10）9，4，8－3，1－7
2，5（6，10）（4，9，8）（3，1）－7

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

勝馬の
紹 介

ジョルジュサンク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2015．7．19 函館2着

2013．5．27生 牡4栗 母 ハリウッドローズ 母母 ユキノローズ 18戦3勝 賞金 66，200，000円



（29函館1）第5日 7月1日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 143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
6，330，000円
13，380，000円
1，400，000円
20，640，000円
58，278，000円
3，718，000円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
344，457，000円
492，162，600円
137，899，000円
647，112，300円
346，728，100円
402，878，900円
920，920，000円
1，435，644，000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 4，727，801，900円

総入場人員 4，330名 （有料入場人員 3，727名）
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