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17061 7月2日 曇 良 （29函館1）第6日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走9時55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
57．7
56．9

重
重

22 フ ィ ネ ス 牝3青鹿54 丸山 元気落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 424＋ 4 59．1 6．7�
68 サンデュランゴ 牝3栗 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 472± 0 〃 ハナ 8．2�
710 サンモントレー 牝3栗 54 中井 裕二 �加藤ステーブル 菊川 正達 日高 有限会社

ケイズ 440＋ 41：00．37 61．2�
11 ユメノカガヤキ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田ファーム 448＋ 2 〃 クビ 12．0�
79 グマナスティ 牝3鹿 54 岩田 康誠宮城 寛也氏 手塚 貴久 浦河 高村牧場 B448＋14 〃 ハナ 3．7�
44 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± 01：00．4� 4．7	
812 メイショウクジャク 牝3栗 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 436－ 41：00．61� 3．8

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 456＋ 61：01．34 35．2�
56 グリッタードリーム 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 �社台レースホース武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B456－ 61：01．61� 68．7

33 ク ロ ン ヌ 牝3栗 54 横山 和生 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 446－261：02．45 20．7�
811 サンシャワー 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 440－ 81：02．61� 19．4�
67 マ ラ デ ボ ワ 牝3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也大野 富生氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 420± 01：02．81� 172．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，334，400円 複勝： 39，017，200円 枠連： 7，728，600円
馬連： 41，393，000円 馬単： 22，933，700円 ワイド： 28，773，700円
3連複： 62，884，200円 3連単： 82，642，100円 計： 306，706，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 330円 � 240円 � 1，530円 枠 連（2－6） 4，090円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 6，710円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 5，640円 �� 6，080円

3 連 複 ��� 72，440円 3 連 単 ��� 260，500円

票 数

単勝票数 計 213344 的中 � 25227（4番人気）
複勝票数 計 390172 的中 � 31904（5番人気）� 48008（4番人気）� 5595（10番人気）
枠連票数 計 77286 的中 （2－6） 1464（17番人気）
馬連票数 計 413930 的中 �� 8748（13番人気）
馬単票数 計 229337 的中 �� 2561（27番人気）
ワイド票数 計 287737 的中 �� 6374（13番人気）�� 1293（40番人気）�� 1199（42番人気）
3連複票数 計 628842 的中 ��� 651（116番人気）
3連単票数 計 826421 的中 ��� 230（526番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．6―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．0
3 8（2，9，10，11）－5（1，4，12）－6＝3，7 4 8，2，9－（10，11）（1，5）（4，12）－6＝3，7

勝馬の
紹 介

フ ィ ネ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．11．13 東京8着

2014．5．24生 牝3青鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 6戦1勝 賞金 7，000，000円

17062 7月2日 曇 良 （29函館1）第6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

45 レ イ ダ ー 牡3鹿 56 C．ルメール 石川 達絵氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 520± 01：46．9 1．7�
813 シンゼンムサシ 牡3黒鹿56 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 442－ 21：47．43 7．4�
33 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± 01：47．72 9．2�
34 ダンエクセル 牡3鹿 56 中井 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元茂牧場 444－ 41：47．8クビ 35．0�
814 メイショウオオヨド 牡3芦 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 442－ 41：48．01� 8．8�
69 ボムクレイジ 牡3栗 56 藤岡 康太有田 明生氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：49．27 8．7�
46 � 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 B492－ 41：49．3	 18．2	
11 ゲンパチキララ 牡3青鹿 56

53 ▲横山 武史平野 武志氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 424＋ 41：50．04 96．6

58 ル ー フ ァ ス 牡3栗 56 蛯名 正義�G1レーシング 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 01：50．42
 62．2�
610 マニアックスター 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 522－181：50．5
 135．7
57 メイショウランポ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 464－ 61：50．6クビ 130．2�
711 マリノアマゾネス 牝3青鹿54 荻野 琢真矢野まり子氏 梅田 智之 新冠 カミイスタット 494± 01：51．13 100．5�
22 ジュジョール 牡3黒鹿56 勝浦 正樹吉田 和美氏 武藤 善則 平取 北島牧場 510＋101：52．05 23．4�
712 ライブリハナメ 牝3鹿 54 丹内 祐次加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 440－ 21：53．610 29．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，393，800円 複勝： 32，508，600円 枠連： 10，064，700円
馬連： 33，804，400円 馬単： 18，490，400円 ワイド： 24，889，500円
3連複： 51，274，700円 3連単： 64，242，300円 計： 258，668，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 180円 � 160円 枠 連（4－8） 330円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 410円 �� 280円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 6，930円

票 数

単勝票数 計 233938 的中 � 106598（1番人気）
複勝票数 計 325086 的中 � 91318（1番人気）� 37138（3番人気）� 46916（2番人気）
枠連票数 計 100647 的中 （4－8） 23561（1番人気）
馬連票数 計 338044 的中 �� 26394（4番人気）
馬単票数 計 184904 的中 �� 10386（4番人気）
ワイド票数 計 248895 的中 �� 15161（3番人気）�� 25255（1番人気）�� 8104（7番人気）
3連複票数 計 512747 的中 ��� 19269（3番人気）
3連単票数 計 642423 的中 ��� 6714（7番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．7―12．5―13．0―12．6―13．0―12．8―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．6―42．1―55．1―1：07．7―1：20．7―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ イ ダ ー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Capote デビュー 2017．4．30 東京4着

2014．4．22生 牡3鹿 母 エ グ ジ ジ ェ 母母 Cookie 2戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュジョール号・ライブリハナメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月2日

まで平地競走に出走できない。

第１回 函館競馬 第６日



17063 7月2日 曇 良 （29函館1）第6日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時50分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

48 コスモプラシデス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 41：09．5 4．2�
47 パールズベスト 牝3青鹿54 岩田 康誠谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 464＋12 〃 ハナ 4．2�
11 サラデコラシオン 牝3栗 54 池添 謙一川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 430＋ 21：09．6� 90．4�
611 シゲルタイガー 牡3鹿 56 浜中 俊森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502± 0 〃 アタマ 7．9�
23 ステイオンザトップ 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470＋12 〃 クビ 6．2�
35 フ リ ッ カ 牝3栗 54 松岡 正海門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 438＋161：09．7� 159．3	
24 デザートストーム 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋ 4 〃 クビ 6．0


510 ノーティスボード 牝3芦 54
51 ▲横山 武史下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 500＋ 61：09．8クビ 81．3�

714 クーペオブジェミニ 牡3栗 56
55 ☆小崎 綾也要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 434± 0 〃 アタマ 53．1

612 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 426＋ 21：09．9� 14．9�
59 カフジリバー 牡3鹿 56 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 2 〃 ハナ 43．2�
815 ウィズネイチャー 牡3栗 56 四位 洋文石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 498＋ 21：10．0クビ 16．3�
12 ブルージェイ 牝3青鹿54 古川 吉洋�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 442－ 41：10．31� 21．8�
816 セクシーモーション 牝3鹿 54 藤岡 康太堀 祥子氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 460＋ 61：10．4� 14．8�
713 マーブリング 牝3鹿 54 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 430＋201：10．82� 182．8�
36 ダ ー ナ 牝3青鹿 54

52 △井上 敏樹門野 重雄氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 378＋121：12．07 117．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，936，500円 複勝： 40，965，400円 枠連： 15，223，900円
馬連： 45，491，100円 馬単： 20，602，800円 ワイド： 31，824，600円
3連複： 68，350，800円 3連単： 77，748，400円 計： 324，143，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 220円 � 1，480円 枠 連（4－4） 1，070円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 460円 �� 5，110円 �� 6，740円

3 連 複 ��� 25，890円 3 連 単 ��� 98，030円

票 数

単勝票数 計 239365 的中 � 44853（2番人気）
複勝票数 計 409654 的中 � 73860（1番人気）� 52662（3番人気）� 5256（12番人気）
枠連票数 計 152239 的中 （4－4） 11005（6番人気）
馬連票数 計 454911 的中 �� 37741（1番人気）
馬単票数 計 206028 的中 �� 6512（3番人気）
ワイド票数 計 318246 的中 �� 19811（1番人気）�� 1518（46番人気）�� 1146（55番人気）
3連複票数 計 683508 的中 ��� 1980（79番人気）
3連単票数 計 777484 的中 ��� 575（354番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．9―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―46．0―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモプラシデス �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2016．8．27 新潟12着

2014．5．2生 牡3鹿 母 コスモキャンディス 母母 マツユキソウ 8戦1勝 賞金 10，300，000円
〔制裁〕 デザートストーム号の騎手坂井瑠星は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番）
※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） 1頭 デンコウアリオン号
（非抽選馬） 1頭 ピティヴィエ号

17064 7月2日 曇 良 （29函館1）第6日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時20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
1：45．7
1：43．9

良
良

610 キョウワベルナルド 牡3鹿 56 松岡 正海�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 460± 01：48．2 6．8�
814 ラストプライドワン 牡3黒鹿56 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 474－ 21：48．41� 2．5�
59 ナンヨーウラヌス 牡3黒鹿56 勝浦 正樹中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 448± 01：48．93 10．5�
713 マックスハート 牡3栗 56

55 ☆城戸 義政スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 420－ 4 〃 クビ 54．1�
815 モ ー ヴ 牝3青鹿54 岩田 康誠原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 436＋161：49．0� 16．2�
611 カパルチャルシュ 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 454＋181：49．1クビ 57．9	
23 テ ィ ラ ー ル 牝3鹿 54 黛 弘人 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 アラキフアーム 444＋ 41：49．2� 31．0�
35 シュクレビジュー 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 418＋ 41：49．3� 8．7�
34 リーディングタイム 牝3青鹿 54

52 △井上 敏樹
G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 414－ 2 〃 クビ 6．9
58 セイウンシナツ 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 450＋ 8 〃 ハナ 114．9�
47 イ ツ ジ ョ 牝3鹿 54 中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 464－ 41：49．51� 209．5�
712 ピ ン ギ ッ ト 牝3鹿 54 荻野 琢真�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 416＋ 41：49．6クビ 5．7�
46 キ ク ノ デ ア 牝3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也菊池 五郎氏 松田 国英 新ひだか 矢野牧場 402－ 81：50．02� 59．6�
22 ノアスパーク 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史佐山 公男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 430－ 81：50．74 80．8�
11 クイーンレガシー 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 434＋ 61：51．76 230．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，845，600円 複勝： 37，390，500円 枠連： 11，767，300円
馬連： 38，959，000円 馬単： 20，226，800円 ワイド： 28，465，700円
3連複： 57，601，400円 3連単： 71，375，800円 計： 292，632，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 130円 � 220円 枠 連（6－8） 900円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，200円 �� 540円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 23，250円

票 数

単勝票数 計 268456 的中 � 31499（3番人気）
複勝票数 計 373905 的中 � 42591（3番人気）� 98862（1番人気）� 35132（4番人気）
枠連票数 計 117673 的中 （6－8） 10078（3番人気）
馬連票数 計 389590 的中 �� 23483（3番人気）
馬単票数 計 202268 的中 �� 5220（8番人気）
ワイド票数 計 284657 的中 �� 14292（3番人気）�� 5725（14番人気）�� 13964（4番人気）
3連複票数 計 576014 的中 ��� 10759（10番人気）
3連単票数 計 713758 的中 ��� 2225（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．4―47．5―59．4―1：11．6―1：24．0―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キョウワベルナルド �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．10．22 京都5着

2014．4．23生 牡3鹿 母 キョウワオーシャン 母母 プティットイル 9戦1勝 賞金 6，450，000円
〔発走状況〕 ノアスパーク号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

ラストプライドワン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ノアスパーク号・ラストプライドワン号は，発走調教再審査。



17065 7月2日 曇 良 （29函館1）第6日 第5競走 ��1，200�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
1：09．2
1：07．8

良
良

810 スズカマンサク 牝2鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 412 ―1：10．9 2．2�
67 ドナカデンツァ 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 初也小川眞査雄氏 小西 一男 新ひだか 下屋敷牧場 440 ―1：11．11� 7．2�
78 トーセンクロノス 牡2鹿 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 片岡 博 414 ―1：11．31� 14．1�
11 ハ イ チ ー ズ 牡2鹿 54 丸山 元気 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 474 ― 〃 アタマ 7．4�
44 シホノキラメキ 牝2鹿 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 422 ―1：11．51� 30．2	
22 ソウラセブン 牝2青鹿54 黛 弘人村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 438 ―1：12．24 106．4

55 クローバーレッド 牝2鹿 54

53 ☆城戸 義政�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 山際 智 452 ― 〃 クビ 48．4�
811 マウロカズマ 牡2鹿 54 C．ルメール 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 440 ―1：12．62� 4．7
33 プ ロ ロ ー グ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星山口 裕介氏 松永 康利 新冠 有限会社 大
作ステーブル 456 ― 〃 アタマ 43．9�

66 ブルベアカラシナ 牝2鹿 54 蛯名 正義 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか 小河 豊水 438 ―1：12．7クビ 8．9�
（10頭）

79 アルトコイン 牡2鹿 54 国分 恭介田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新ひだか 友田牧場 470 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，124，500円 複勝： 31，221，100円 枠連： 10，153，400円
馬連： 36，332，900円 馬単： 22，712，000円 ワイド： 24，079，900円
3連複： 48，112，600円 3連単： 77，765，400円 計： 280，501，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 190円 � 250円 枠 連（6－8） 300円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 300円 �� 470円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 7，720円

票 数

単勝票数 差引計 301245（返還計 1745） 的中 � 110208（1番人気）
複勝票数 差引計 312211（返還計 1695） 的中 � 87972（1番人気）� 37730（4番人気）� 24826（6番人気）
枠連票数 差引計 101534（返還計 204） 的中 （6－8） 26052（1番人気）
馬連票数 差引計 363329（返還計 6267） 的中 �� 36700（2番人気）
馬単票数 差引計 227120（返還計 4070） 的中 �� 13331（3番人気）
ワイド票数 差引計 240799（返還計 5299） 的中 �� 22558（2番人気）�� 12811（5番人気）�� 5965（15番人気）
3連複票数 差引計 481126（返還計 20004） 的中 ��� 13792（10番人気）
3連単票数 差引計 777654（返還計 25156） 的中 ��� 7297（22番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．7―12．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―35．8―47．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカマンサク �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2015．3．29生 牝2鹿 母 スズカローズマリー 母母 ローズオブスズカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外・発走状況〕 アルトコイン号は，枠入り不良。再三枠入りを試みたが枠入り拒否のため競走除外。発走時刻8分遅延。

マウロカズマ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アルトコイン号は，平成29年7月3日から平成29年8月1日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。

17066 7月2日 曇 良 （29函館1）第6日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走12時40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

22 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 442－ 2 58．9 9．9�
710 ウイナーズロード 牝3青鹿 52

51 ☆城戸 義政�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 418± 0 59．22 5．5�
11 � ラ フ ァ ー ガ 牝5青鹿55 黛 弘人岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 490＋ 6 59．41	 76．5�
55 ハイデンガールズ 牝4栗 55 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 460± 0 〃 アタマ 6．5�
67 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 446＋ 4 59．5
 14．7	
44 トウショウデュエル 牡5栗 57 勝浦 正樹トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 530＋ 2 〃 クビ 11．6

811 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 420－ 6 59．92 105．1�
79 � ジングルベルロック 牝4青鹿 55

54 ☆坂井 瑠星吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mme Elisa-
beth Vidal 448－ 61：00．0
 14．6�

812 サノノショウグン 牡3栗 54
53 ☆木幡 初也佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 454＋ 61：00．1� 14．7

68 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± 01：00．2クビ 5．6�
33 � アヴェーヌモン 牡5鹿 57 岩田 康誠加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice 536＋ 2 〃 ハナ 4．7�
56 ハトマークレディ 牝4鹿 55 藤岡 康太山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 414± 01：00．94 8．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，015，300円 複勝： 43，620，700円 枠連： 11，495，500円
馬連： 44，658，500円 馬単： 22，345，800円 ワイド： 32，856，700円
3連複： 68，741，900円 3連単： 83，151，400円 計： 333，885，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 150円 � 1，280円 枠 連（2－7） 2，430円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 950円 �� 6，800円 �� 5，530円

3 連 複 ��� 57，600円 3 連 単 ��� 216，070円

票 数

単勝票数 計 270153 的中 � 21740（6番人気）
複勝票数 計 436207 的中 � 36631（6番人気）� 100889（1番人気）� 6485（11番人気）
枠連票数 計 114955 的中 （2－7） 3652（14番人気）
馬連票数 計 446585 的中 �� 11128（14番人気）
馬単票数 計 223458 的中 �� 2757（30番人気）
ワイド票数 計 328567 的中 �� 9360（8番人気）�� 1216（53番人気）�� 1499（49番人気）
3連複票数 計 687419 的中 ��� 895（151番人気）
3連単票数 計 831514 的中 ��� 279（774番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．2―34．8―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アッティーヴォ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Charismatic デビュー 2016．8．6 小倉2着

2014．3．24生 牡3栗 母 シックスポケット 母母 ビトウィーンダンシーズ 7戦2勝 賞金 16，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時45分に変更。



17067 7月2日 曇 良 （29函館1）第6日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

79 オリエントワークス 牝4鹿 55 浜中 俊�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 482－ 61：58．7 6．2�
68 フライングレディ 牝4黒鹿55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434－ 41：58．8� 3．7�
811� ダブルフラワー 牝5栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 492＋ 21：59．01� 13．8�
11 タガノアスワド 牝3黒鹿52 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋12 〃 ハナ 1．8�
812 ゴージャスガール 牝5黒鹿55 池添 謙一飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 456＋ 6 〃 ハナ 172．2	
56 メイショウミハル 牝3栗 52 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 470－ 21：59．1� 10．8

710 ヤマニンルサリー 牝3鹿 52 勝浦 正樹土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 440＋ 41：59．31� 119．0�
55 � レッドベリンダ 牝5鹿 55 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B468＋ 42：00．15 35．7�
67 レッドカルディア 牝4鹿 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464± 02：00．41� 22．8
22 スクエアゴールド 牝5黒鹿55 蛯名 正義吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 442＋102：01．78 33．9�
33 チ ャ リ シ ー 牝5鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 512＋ 22：08．0大差 121．1�
44 ビレッジソング 牝6鹿 55

54 ☆城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 446＋ 8 （競走中止） 91．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，808，100円 複勝： 33，776，500円 枠連： 8，933，700円
馬連： 41，092，100円 馬単： 24，911，800円 ワイド： 31，265，400円
3連複： 59，519，000円 3連単： 100，608，600円 計： 326，915，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 150円 � 220円 枠 連（6－7） 800円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 340円 �� 730円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 17，090円

票 数

単勝票数 計 268081 的中 � 34072（3番人気）
複勝票数 計 337765 的中 � 52127（3番人気）� 67569（2番人気）� 34156（5番人気）
枠連票数 計 89337 的中 （6－7） 8554（3番人気）
馬連票数 計 410921 的中 �� 29851（4番人気）
馬単票数 計 249118 的中 �� 7567（8番人気）
ワイド票数 計 312654 的中 �� 25602（3番人気）�� 10385（9番人気）�� 12449（7番人気）
3連複票数 計 595190 的中 ��� 13761（11番人気）
3連単票数 計1006086 的中 ��� 4268（52番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．6―11．8―12．1―12．0―11．4―11．9―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．1―34．7―46．5―58．6―1：10．6―1：22．0―1：33．9―1：46．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリエントワークス �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．2．21 京都1着

2013．2．28生 牝4鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 9戦2勝 賞金 20，850，000円
〔競走中止〕 ビレッジソング号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ビレッジソング号の騎手城戸義政は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：

5番・7番・10番・3番）
〔その他〕 チャリシー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお、同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 チャリシー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年8月2日まで出走できない。

17068 7月2日 曇 良 （29函館1）第6日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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 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± 01：46．1 1．7�
58 ノースランドボーイ �5青 57 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B494－ 4 〃 ハナ 9．0�
712 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 488－ 41：46．2� 5．1�
69 チ ェ ス 牝3黒鹿52 松岡 正海諸岡 慶氏 久保田貴士 日高 北田 剛 452＋ 21：46．73 14．3�
57 � ドラゴンイモン 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 初也井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 482± 01：46．8クビ 220．1�
45 メイショウイッポン 牡3鹿 54 藤岡 康太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 488± 01：46．9	 84．7	
813 ワンダーハイーニャ 牝6鹿 55 古川 吉洋山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 472－ 21：47．32	 30．3

610 シャンタルエット 牝5鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 496± 01：47．62 26．0�
46 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿 55

54 ☆坂井 瑠星�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 456＋ 41：47．7クビ 16．1
711 フォースリッチ 牡4黒鹿57 四位 洋文宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 474± 01：48．02 35．0�
33 マ エ ス ト ロ �4鹿 57

56 ☆小崎 綾也 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋141：48．1	 72．5�

11 � ハナズウェポン 牡6栗 57
54 ▲横山 武史M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 486－ 41：48．2� 234．9�

814 シ ナ ジ ー 牝3青鹿 52
50 △井上 敏樹 �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 41：48．3� 43．3�

34 ルノンキュール 牝5黒鹿55 C．ルメール 山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504＋221：48．51
 10．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，496，300円 複勝： 44，323，200円 枠連： 11，068，000円
馬連： 44，015，300円 馬単： 27，634，800円 ワイド： 29，781，300円
3連複： 63，146，300円 3連単： 105，296，200円 計： 348，761，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 140円 枠 連（2－5） 830円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 300円 �� 200円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，940円

票 数

単勝票数 計 234963 的中 � 106558（1番人気）
複勝票数 計 443232 的中 � 205194（1番人気）� 36566（3番人気）� 61706（2番人気）
枠連票数 計 110680 的中 （2－5） 10221（4番人気）
馬連票数 計 440153 的中 �� 43611（2番人気）
馬単票数 計 276348 的中 �� 19743（2番人気）
ワイド票数 計 297813 的中 �� 24617（2番人気）�� 45195（1番人気）�� 12205（6番人気）
3連複票数 計 631463 的中 ��� 46334（1番人気）
3連単票数 計1052962 的中 ��� 19354（5番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．9―12．8―12．8―12．5―12．3―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．8―42．6―55．4―1：07．9―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．2
1
3
2，4，6，1，12（8，14）9，5，10（7，13）11－3・（2，12）（1，4，6，8）9，5，13，10，7，11－14，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンシュバリエ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．8．22 札幌2着

2013．4．26生 牡4芦 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 14戦3勝 賞金 33，220，000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 アイルーロス号



17069 7月2日 曇 良 （29函館1）第6日 第9競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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
2：37．3
2：37．3

良
良

813� 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 452＋ 22：41．1 4．9�
69 トロピカルストーム �4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星吉田 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 440＋ 22：41．31� 4．2�

711 ホウオウドリーム 牡3鹿 54 C．ルメール 小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞	湖 レイクヴィラファーム 492± 02：41．4クビ 3．0�
56 ラッシュアワー 牡4黒鹿57 池添 謙一 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 500＋ 8 〃 クビ 9．5�
22 エクセレントミスズ 牡4鹿 57 岩田 康誠永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 462＋ 22：41．61 41．5�
45 レ レ オ ー ネ 牡5鹿 57

56 ☆
島 克駿 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 アタマ 6．6	
33 トモジャハリーフ 牡4黒鹿57 丹内 祐次吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 464± 0 〃 ハナ 29．4

812 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 502＋ 22：41．92 55．4�
710� マコトガラハッド �4鹿 57 丸山 元気�ディアマント 
島 一歩 様似 出口 繁夫 482－ 62：42．21� 12．3
11 スイートメモリーズ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 三石ファーム 514＋102：42．94 66．5�
57 � メイショウミソラ 牝5栗 55 国分 恭介松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 460＋ 2 〃 アタマ 72．0�
44 ミュートエアー 牡4黒鹿57 原田 和真岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 472＋18 〃 ハナ 24．1�

（12頭）
68 マーヴェルズ 牡3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B438± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，154，800円 複勝： 38，221，700円 枠連： 11，669，900円
馬連： 52，654，600円 馬単： 26，826，900円 ワイド： 33，609，500円
3連複： 69，062，800円 3連単： 102，097，900円 計： 361，298，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 140円 � 150円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 310円 �� 410円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 差引計 271548（返還計 3488） 的中 � 43898（3番人気）
複勝票数 差引計 382217（返還計 4193） 的中 � 67531（2番人気）� 71898（1番人気）� 64169（3番人気）
枠連票数 差引計 116699（返還計 616） 的中 （6－8） 11466（4番人気）
馬連票数 差引計 526546（返還計 16519） 的中 �� 49674（1番人気）
馬単票数 差引計 268269（返還計 9997） 的中 �� 11851（3番人気）
ワイド票数 差引計 336095（返還計 11297） 的中 �� 29232（1番人気）�� 20103（4番人気）�� 21922（2番人気）
3連複票数 差引計 690628（返還計 44921） 的中 ��� 43081（1番人気）
3連単票数 差引計1020979（返還計 57212） 的中 ��� 12526（4番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―13．0―13．2―12．3―12．8―12．9―12．7―12．0―11．6―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．1―25．3―38．3―51．5―1：03．8―1：16．6―1：29．5―1：42．2―1：54．2―2：05．8―2：17．6―2：29．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リ ッ ジ マ ン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Caerleon （3戦0勝 賞金 5，262，000円）

2013．5．25生 牡4鹿 母 アドマイヤモンロー 母母 Steady 10戦2勝 賞金 22，305，000円
地方デビュー 2015．6．25 門別

〔競走除外〕 マーヴェルズ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ホウオウドリーム号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

17070 7月2日 曇 良 （29函館1）第6日 第10競走 ��
��1，700�

ひ や ま

檜 山 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．7．2以降29．6．25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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

55 スターストラック 牡3黒鹿52 浜中 俊 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512＋ 21：45．3 5．1�

67 ウェイトアンドシー �6黒鹿54 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 494＋ 21：45．4� 22．0�
11 ベストセラーアスク 牝6鹿 51 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 432－ 21：45．5クビ 26．7�
810	 ペイシャゴンジセ 牡6鹿 53 
島 克駿北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 496－ 21：45．6� 68．4�
811 エンクエントロス 牡5鹿 54 丹内 祐次山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B498＋ 81：45．7� 14．2	
66 テイエムコンドル 牡6鹿 54 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 464－ 21：45．8クビ 15．3

22 アオイオンリーワン 牡5栗 54 古川 吉洋新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 514－ 41：46．01� 11．1�
33 ヨ シ オ 牡4鹿 56 C．ルメール 仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 470－ 21：46．1� 2．0�
78 カ ン デ ラ 牝5黒鹿53 岩田 康誠ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B514＋141：47．58 4．9
44 ワイルドドラゴン 牡7鹿 54 松岡 正海窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 536－ 41：47．6� 79．2�
79 サーストンコラルド 牡6鹿 53 藤岡 康太齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 61：48．45 34．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，663，700円 複勝： 37，353，600円 枠連： 13，965，300円
馬連： 66，778，600円 馬単： 41，956，300円 ワイド： 40，108，400円
3連複： 92，975，300円 3連単： 175，734，800円 計： 502，536，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 590円 � 450円 枠 連（5－6） 2，540円

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 10，190円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 1，780円 �� 5，130円

3 連 複 ��� 37，130円 3 連 単 ��� 143，630円

票 数

単勝票数 計 336637 的中 � 52741（3番人気）
複勝票数 計 373536 的中 � 55482（3番人気）� 14763（9番人気）� 20022（7番人気）
枠連票数 計 139653 的中 （5－6） 4256（10番人気）
馬連票数 計 667786 的中 �� 9093（16番人気）
馬単票数 計 419563 的中 �� 3087（34番人気）
ワイド票数 計 401084 的中 �� 4971（24番人気）�� 5872（19番人気）�� 1984（39番人気）
3連複票数 計 929753 的中 ��� 1878（84番人気）
3連単票数 計1757348 的中 ��� 887（350番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．3―12．7―12．6―12．1―12．3―12．6―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．5―43．2―55．8―1：07．9―1：20．2―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．4
1
3
7，8，2，5（4，3，11）－（10，9）＝1－6
7（8，11）（2，5）（4，3）（10，9）－（6，1）

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

勝馬の
紹 介

スターストラック �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．24 福島6着

2014．3．10生 牡3黒鹿 母 クルンプホルツ 母母 ニシノエルハーブ 9戦3勝 賞金 29，656，000円



17071 7月2日 曇 良 （29函館1）第6日 第11競走 ��
��1，800�

ともえ

巴 賞
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，3歳52�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

66 サトノアレス 牡3黒鹿54 C．ルメール 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510＋101：46．5 1．5�
77 アングライフェン 牡5鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 2 〃 クビ 4．1�
44 ナリタハリケーン 牡8鹿 56 藤岡 康太�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 41：46．6� 90．3�
22 ダンツプリウス 牡4鹿 56 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 500＋ 61：46．81 7．3�
33 スーパームーン 牡8青鹿57 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510－10 〃 クビ 11．9�
88 デンコウリキ 牡7黒鹿56 池添 謙一田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 522－ 4 〃 ハナ 11．0	
11 マイネルディーン 牡8青 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 476＋181：47．01	 29．3

55 トウシンモンステラ 牡7黒鹿56 小崎 綾也�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 486－ 21：47．21
 37．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 61，030，400円 複勝： 86，590，500円 枠連： 発売なし
馬連： 142，234，700円 馬単： 95，406，800円 ワイド： 55，538，900円
3連複： 163，785，200円 3連単： 553，849，500円 計： 1，158，436，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 870円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，910円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 17，000円

票 数

単勝票数 計 610304 的中 � 305858（1番人気）
複勝票数 計 865905 的中 � 545001（1番人気）� 109489（2番人気）� 6872（8番人気）
馬連票数 計1422347 的中 �� 343994（1番人気）
馬単票数 計 954068 的中 �� 168823（1番人気）
ワイド票数 計 555389 的中 �� 106324（1番人気）�� 6156（20番人気）�� 3995（23番人気）
3連複票数 計1637852 的中 ��� 16863（22番人気）
3連単票数 計5538495 的中 ��� 23611（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．2―47．2―59．3―1：11．9―1：23．7―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．6
1
3
8，2－3（1，6）4，7，5
8（2，3）（1，6）（4，7）－5

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

勝馬の
紹 介

サトノアレス �

父 ディープインパクト �


母父 Danehill デビュー 2016．8．14 札幌2着

2014．2．25生 牡3黒鹿 母 サトノアマゾネス 母母 Prawn Cocktail 8戦4勝 賞金 123，629，000円

17072 7月2日 晴 良 （29函館1）第6日 第12競走 ��
��1，200�道新スポーツ杯

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

道新スポーツ賞（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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

44 デアレガーロ 牝3鹿 52 蛯名 正義 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 470－ 61：08．6 6．9�
89 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 484＋101：08．7� 2．1�
33 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± 01：08．8� 11．0�
22 	 フジノパンサー 牡4鹿 57 四位 洋文久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 492－ 21：09．01� 6．9�
11 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 422＋ 6 〃 ハナ 3．9	
66 クードラパン 牝4黒鹿55 松岡 正海 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：09．1クビ 13．8

55 マ ユ キ 牝6栗 55 勝浦 正樹稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 484－ 21：09．31
 61．3�
810 トロピカルガーデン 牝5鹿 55 横山 和生田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 482＋ 21：09．4� 101．9�
77 イーグルアモン 牝6鹿 55 木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B460－ 81：09．5� 162．1
78 レッドルモンド 牡5青鹿57 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 520－ 81：10．24 18．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 64，010，900円 複勝： 70，561，300円 枠連： 19，057，300円
馬連： 109，727，100円 馬単： 58，196，000円 ワイド： 63，844，900円
3連複： 137，484，300円 3連単： 290，680，300円 計： 813，562，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 120円 � 200円 枠 連（4－8） 820円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，090円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 13，190円

票 数

単勝票数 計 640109 的中 � 73374（4番人気）
複勝票数 計 705613 的中 � 81223（4番人気）� 204789（1番人気）� 73772（5番人気）
枠連票数 計 190573 的中 （4－8） 17942（3番人気）
馬連票数 計1097271 的中 �� 95955（3番人気）
馬単票数 計 581960 的中 �� 20636（7番人気）
ワイド票数 計 638449 的中 �� 42848（3番人気）�� 13769（15番人気）�� 41637（4番人気）
3連複票数 計1374843 的中 ��� 39464（9番人気）
3連単票数 計2906803 的中 ��� 15975（44番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．5―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．3―45．8―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デアレガーロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2016．12．25 中山1着

2014．4．13生 牝3鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 5戦3勝 賞金 29，431，000円

３レース目



（29函館1）第6日 7月2日（日曜日） 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 146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

211，400，000円
2，530，000円
14，240，000円
970，000円

23，330，000円
58，857，000円
3，796，000円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
388，814，300円
535，550，300円
131，127，600円
697，141，300円
402，244，100円
425，038，500円
942，938，500円
1，785，192，700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 5，308，047，300円

総入場人員 7，521名 （有料入場人員 6，535名）



平成29年度 第1回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 911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

1，168，420，000円
18，990，000円
72，620，000円
8，080，000円
130，850，000円
365，728，000円
23，881，000円
8，745，600円

勝馬投票券売得金
2，186，271，900円
3，075，178，400円
975，182，900円
4，525，320，400円
2，296，716，400円
2，696，410，400円
6，549，305，600円
10，227，067，100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 32，531，453，100円

総入場延人員 50，346名 （有料入場延人員 30，785名）
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