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17025 6月23日 晴 良 （30函館1）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3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
1：06．8
1：06．5

良
良

59 センショウユウト 牡3鹿 56 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 470＋ 61：09．4 3．3�
714 モルドワイン 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也�G1レーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B452－ 41：09．72 33．1�
23 ナンヨーセゾニエ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也中村 德也氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428＋161：09．8クビ 19．2�

713 ヒロノエイタツ 牡3鹿 56 古川 吉洋サンエイ開発� 北出 成人 浦河 川越ファーム 476＋ 6 〃 クビ 5．3�
36 ワンダースイルーロ 牡3黒鹿56 国分 恭介山本 能成氏 森田 直行 新ひだか フクダファーム 502＋ 61：09．9クビ 86．9�
510 ペイシャヒカリ 牝3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 新冠 カミイスタット 466－ 6 〃 ハナ 163．1	
815 ラプトレックス �3栗 56 川島 信二 
キャロットファーム 宮本 博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：10．0� 10．4�
35 リーゼントアイリス 牝3黒鹿54 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 404－ 2 〃 ハナ 90．1�
611 グローリアススワン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也日下部勝德氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 438＋101：10．1� 117．2

48 フ レ ネ シ ー 牡3鹿 56 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 408＋ 8 〃 アタマ 43．4�
612 ラグナーズルート 牝3黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 日高 株式会社カ

ネツ牧場 442± 01：10．31� 15．1�
24 コスモフェリーク 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人 
ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 61：10．4� 4．4�
47 ミ ス ベ ル 牝3鹿 54 黛 弘人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 400＋ 6 〃 クビ 114．6�
11 ロードハナブサ 牡3栗 56 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 434± 01：10．71� 5．1�
816 ムーンサルト 牡3栗 56 柴山 雄一小林 薫氏 清水 英克 新ひだか 原口牧場 470－ 21：12．29 189．1�
12 ク ッ カ 牝3栗 54 北村 友一飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 450－ 41：12．52 32．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，641，400円 複勝： 25，887，100円 枠連： 9，370，700円
馬連： 36，631，300円 馬単： 17，484，300円 ワイド： 28，305，800円
3連複： 55，697，800円 3連単： 60，266，600円 計： 250，285，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 860円 � 450円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 8，820円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 1，070円 �� 6，360円

3 連 複 ��� 25，210円 3 連 単 ��� 99，070円

票 数

単勝票数 計 166414 的中 � 39190（1番人気）
複勝票数 計 258871 的中 � 60858（1番人気）� 6056（9番人気）� 12787（7番人気）
枠連票数 計 93707 的中 （5－7） 11323（1番人気）
馬連票数 計 366313 的中 �� 4988（21番人気）
馬単票数 計 174843 的中 �� 1486（36番人気）
ワイド票数 計 283058 的中 �� 3688（24番人気）�� 6995（13番人気）�� 1114（44番人気）
3連複票数 計 556978 的中 ��� 1657（73番人気）
3連単票数 計 602666 的中 ��� 441（303番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．2―45．9―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

センショウユウト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．10．15 京都10着

2015．5．12生 牡3鹿 母 ストームツイスター 母母 テンザンストーム 6戦1勝 賞金 7，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クッカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月23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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アイファーブレーヴ号・エイシンエポカル号・ミフトゥーロ号

17026 6月23日 晴 良 （30函館1）第3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
1：40．9

不良
重

813 マースゴールド 牡3栗 56 岩田 康誠キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 460－ 21：47．6 3．4�
22 アスールダリア 牝3栗 54 国分 恭介安原 浩司氏 西村 真幸 日高 幾千世牧場 420± 0 〃 ハナ 15．4�
711 シェパーズポーズ 牝3黒鹿54 古川 吉洋 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 61：48．34 2．6�
33 アイスミディ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 448± 01：48．51� 13．2�
814 ファイトアローン 牡3栗 56 松岡 正海�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 542－ 61：49．13� 5．5�
58 メイショウアドリア 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482－ 81：49．41� 15．3	
57 エンドウォーニング 牡3栗 56 長岡 禎仁井上 久光氏 高市 圭二 新冠 石田牧場 480－ 4 〃 クビ 69．9

69 キタノテイオウ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 464＋ 61：49．5� 93．3�

45 ニ コ ー ル 牝3鹿 54 藤岡 佑介寺田 寿男氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 514－ 21：49．71� 17．8
34 ゴ ウ ノ モ ノ 牡3青鹿56 横山 和生岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 472＋ 21：50．01� 19．6�
712 シゲルアサツキ 牝3栗 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 444± 01：50．31� 154．1�
11 ブラックソーン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也下河邉行信氏 松山 将樹 新冠 村田牧場 450＋ 41：50．62 297．3�
46 ハロービギン 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹大原 詔宏氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社
大原ファーム 454＋ 21：51．77 331．1�

610 ク グ ロ フ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 武 英智 新ひだか 田中 裕之 482－ 61：51．8クビ 21．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，765，800円 複勝： 24，171，300円 枠連： 7，544，500円
馬連： 26，796，900円 馬単： 14，081，800円 ワイド： 22，535，000円
3連複： 40，110，200円 3連単： 49，212，700円 計： 201，218，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 210円 � 120円 枠 連（2－8） 1，240円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 620円 �� 180円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 9，030円

票 数

単勝票数 計 167658 的中 � 38419（2番人気）
複勝票数 計 241713 的中 � 54425（2番人気）� 20796（5番人気）� 62516（1番人気）
枠連票数 計 75445 的中 （2－8） 4706（5番人気）
馬連票数 計 267969 的中 �� 11553（6番人気）
馬単票数 計 140818 的中 �� 3560（9番人気）
ワイド票数 計 225350 的中 �� 7946（7番人気）�� 38951（1番人気）�� 10182（5番人気）
3連複票数 計 401102 的中 ��� 22573（2番人気）
3連単票数 計 492127 的中 ��� 3950（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．6―43．4―56．5―1：09．1―1：21．9―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．5
1
3
2，12（3，13）（1，4，14）11－（8，7）9（6，10）－5・（2，12）13（3，14）11，1，4－8（9，7）10，5－6

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

勝馬の
紹 介

マースゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．29 京都10着

2015．3．26生 牡3栗 母 サーストンララア 母母 シャイニングスルー 8戦1勝 賞金 13，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キサラギコマチ号・フリックフラック号・マイネルベッカー号

第１回 函館競馬 第３日



17027 6月23日 晴 良 （30函館1）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45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
1：45．7
1：43．9

良
良

612 ブライテストリング 牝3鹿 54 国分 恭介飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 458＋ 21：47．3 12．9�
35 アドマイヤクィーン 牝3鹿 54 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：47．93� 16．1�
47 サクラユニヴァース 牝3青鹿54 吉田 隼人�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 462± 01：48．0� 2．9�
48 カシノデジール 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹柏木 務氏 天間 昭一 日高 藤本ファーム 418－ 61：48．1� 119．2�
815 ブライティアサンバ 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 470＋ 6 〃 クビ 297．2�
510 マイキャラット 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 小島 茂之 新ひだか 千代田牧場 458＋ 21：48．2クビ 6．2	
11 ハコダテダリア 牝3栗 54 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 448± 01：48．41� 38．7

24 ブライトロージー 牝3栗 54

51 ▲横山 武史吉田 千津氏 林 徹 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 クビ 4．6�
714 アーリーバード 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也村井 良孝氏 小島 茂之 日高 新井 昭二 462＋ 81：48．82� 29．6�
23 サンビクトリア 牝3黒鹿54 丸山 元気 �加藤ステーブル 根本 康広 浦河 高岸 順一 462＋ 4 〃 クビ 30．8
59 ディアアルム 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太ディアレストクラブ� 沖 芳夫 浦河 ディアレスト
クラブ 450＋ 41：48．9� 84．0�

611 ホッコーエレノア 牝3芦 54
53 ☆小崎 綾也北幸商事� 戸田 博文 日高 川端 正博 502＋ 41：49．32� 4．4�

12 ア ル ザ ス 牝3黒鹿54 古川 吉洋寺田 秀樹氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 498 ―1：49．51� 22．3�
816 サンラボック 牝3栗 54 中井 裕二 �加藤ステーブル 宗像 義忠 日高 有限会社

ケイズ 402＋ 61：50．03 107．2�
713 サンマルヴェール 牝3鹿 54 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 418＋ 8 〃 クビ 333．1�
36 マインプリンセス 牝3鹿 54 横山 和生峰 哲馬氏 的場 均 日高 宝寄山 忠則 406＋161：51．38 348．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，362，200円 複勝： 31，643，600円 枠連： 7，614，500円
馬連： 31，915，100円 馬単： 16，232，100円 ワイド： 25，096，200円
3連複： 45，171，000円 3連単： 52，947，500円 計： 230，982，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 410円 � 400円 � 150円 枠 連（3－6） 2，550円

馬 連 �� 9，670円 馬 単 �� 18，410円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 870円 �� 850円

3 連 複 ��� 7，230円 3 連 単 ��� 71，350円

票 数

単勝票数 計 203622 的中 � 12584（5番人気）
複勝票数 計 316436 的中 � 16326（6番人気）� 16612（5番人気）� 78077（1番人気）
枠連票数 計 76145 的中 （3－6） 2307（9番人気）
馬連票数 計 319151 的中 �� 2556（28番人気）
馬単票数 計 162321 的中 �� 661（52番人気）
ワイド票数 計 250962 的中 �� 2480（28番人気）�� 7596（8番人気）�� 7738（7番人気）
3連複票数 計 451710 的中 ��� 4683（26番人気）
3連単票数 計 529475 的中 ��� 538（218番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ブライテストリング �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2017．12．10 阪神4着

2015．5．14生 牝3鹿 母 ハピネスフォーユー 母母 Sophorific 6戦1勝 賞金 6，100，000円
※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 メイショウサンアイ号
（非抽選馬） 1頭 ウインアイスバーグ号

17028 6月23日 晴 良 （30函館1）第3日 第4競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走11時15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
2：37．3
2：37．3

良
良

34 コマノジャスパ 牡3黒鹿 56
55 ☆加藤 祥太長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 430－ 42：40．3 3．1�

57 フラッグサルート 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 436＋ 22：40．72� 10．5�
33 アンクルスター 牡3黒鹿56 岩田 康誠野嶋 祥二氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 460＋ 22：40．91� 12．2�
46 マイネルベッカー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 高橋 修 B466－142：41．0� 119．7�
814 ダノンアポロン 牡3鹿 56 川須 栄彦�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 492＋ 42：41．1クビ 10．6�
58 バトルハクオウ 牡3芦 56 勝浦 正樹宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 438－ 4 〃 クビ 12．0	
711 ス ペ イ シ ー 牡3黒鹿56 松岡 正海石川 達絵氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B452＋ 2 〃 ハナ 16．0

11 スズカノロッソ 牡3鹿 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 498± 02：41．2� 3．2�
69 オーサムミッション 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472－ 62：41．83� 20．5
22 アーバンブラック 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 446± 02：41．9� 185．1�
610 エレッサール 牡3鹿 56 荻野 琢真�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 484－ 22：42．11� 249．9�
45 アリエッティ 牝3芦 54

52 △菊沢 一樹松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 400－ 82：43．48 212．5�
813 スナップドラゴン 牝3栗 54 吉田 隼人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 下河辺牧場 B442＋ 42：43．71	 8．9�
712 ブ シ ョ ウ 牡3栗 56 藤岡 佑介�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B480－122：48．3大差 33．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，902，800円 複勝： 29，152，000円 枠連： 10，243，200円
馬連： 31，751，400円 馬単： 16，231，500円 ワイド： 24，866，900円
3連複： 43，855，700円 3連単： 57，548，400円 計： 233，551，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 250円 � 300円 枠 連（3－5） 810円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 880円 �� 860円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 7，850円 3 連 単 ��� 30，630円

票 数

単勝票数 計 199028 的中 � 50640（1番人気）
複勝票数 計 291520 的中 � 62176（2番人気）� 26948（4番人気）� 21383（7番人気）
枠連票数 計 102432 的中 （3－5） 9736（3番人気）
馬連票数 計 317514 的中 �� 10471（9番人気）
馬単票数 計 162315 的中 �� 3309（12番人気）
ワイド票数 計 248669 的中 �� 7412（11番人気）�� 7559（10番人気）�� 3257（27番人気）
3連複票数 計 438557 的中 ��� 4185（32番人気）
3連単票数 計 575484 的中 ��� 1362（102番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．4―12．6―12．1―12．7―12．6―12．5―12．5―12．3―12．2―11．8―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�
13．0―24．8―37．2―49．8―1：01．9―1：14．6―1：27．2―1：39．7―1：52．2―2：04．5―2：16．7―2：28．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コマノジャスパ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．12．16 阪神6着

2015．5．6生 牡3黒鹿 母 コマノスクアーロ 母母 コ マ ノ マ コ 8戦1勝 賞金 9，500，000円
〔発走状況〕 スペイシー号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月23日まで平地競走に出

走できない。
※マイネルベッカー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17029 6月23日 晴 良 （30函館1）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時05分 （芝・右）

牝，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

89 トーセンオパール 牝2芦 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 410 ―1：10．3 20．8�

44 キ タ イ 牝2鹿 54 岩田 康誠西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 488 ―1：10．62 9．9�
66 ドゥシャンパーニュ 牝2青鹿54 北村 友一大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 414 ―1：10．81 1．7�
77 サトノサイベリー 牝2鹿 54 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 438 ―1：11．12 6．5�
33 プリマヴォルタ 牝2鹿 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 矢野 英一 新冠 松浦牧場 426 ― 〃 アタマ 8．9	
78 ステップシー 牝2鹿 54 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 434 ―1：11．52� 29．4

11 ウインアイルビータ 牝2栗 54 松岡 正海�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 454 ―1：11．7� 7．5�
810 ア レ ー テ ス 牝2黒鹿54 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 432 ―1：11．8� 51．8
55 エスワイロビン 牝2黒鹿 54

52 △菊沢 一樹吉岡 泰治氏 和田 勇介 森 笹川大晃牧場 430 ―1：12．12 178．9�
22 ロ ズ 牝2鹿 54 丸山 元気 �ローレルレーシング 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 450 ―1：15．5大差 78．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，083，700円 複勝： 35，622，100円 枠連： 6，314，800円
馬連： 29，179，800円 馬単： 20，186，600円 ワイド： 21，757，900円
3連複： 35，472，800円 3連単： 68，951，800円 計： 244，569，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 280円 � 170円 � 110円 枠 連（4－8） 3，770円

馬 連 �� 5，530円 馬 単 �� 12，990円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 410円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 30，200円

票 数

単勝票数 計 270837 的中 � 11000（6番人気）
複勝票数 計 356221 的中 � 15922（6番人気）� 32565（4番人気）� 187261（1番人気）
枠連票数 計 63148 的中 （4－8） 1295（14番人気）
馬連票数 計 291798 的中 �� 4087（15番人気）
馬単票数 計 201866 的中 �� 1165（37番人気）
ワイド票数 計 217579 的中 �� 4181（13番人気）�� 13856（5番人気）�� 18872（4番人気）
3連複票数 計 354728 的中 ��� 10530（11番人気）
3連単票数 計 689518 的中 ��� 1655（99番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．8―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．9―46．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンオパール �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2016．2．20生 牝2芦 母 トーセンルクリア 母母 シルバージョイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月23日まで平地競走に出走

できない。

17030 6月23日 晴 良 （30函館1）第3日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （ダート・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
58．6
57．7

良
重

55 ラブミーリッキー 牝2栗 54 松岡 正海小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 462 ―1：01．0 2．2�
33 スマートスリロス 牝2鹿 54 北村 友一大川 徹氏 安田 隆行 日高 本間牧場 472 ―1：01．42� 4．0�
66 エ ル ピ ド 牡2青鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 444 ―1：02．03� 7．5�
11 ソ ン リ ッ サ 牝2鹿 54

53 ☆小崎 綾也野嶋 祥二氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 452 ― 〃 クビ 12．9�
（クイーンソンリッサ）

88 ベリッシモファルコ 牝2栗 54
52 △菊沢 一樹岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 446 ―1：02．21� 22．9�

44 キンシャチゴールド 牝2鹿 54
53 ☆木幡 巧也野崎 宗信氏 青木 孝文 浦河 村下農場 448 ―1：02．3	 9．3	

22 シェルトファータ 牝2栗 54
53 ☆加藤 祥太水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 426 ―1：02．51 8．9


89 ウインベッスル 牡2鹿 54 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 青森 久保フアーム 474 ―1：02．71� 54．9�
77 フレンドリボン 牝2鹿 54 横山 和生横尾 晴人氏 南田美知雄 日高 クリアファーム 450 ―1：03．12� 100．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 23，316，000円 複勝： 24，666，700円 枠連： 5，622，000円
馬連： 22，331，900円 馬単： 15，877，300円 ワイド： 17，294，900円
3連複： 29，161，300円 3連単： 53，083，200円 計： 191，353，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（3－5） 280円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 170円 �� 340円 �� 410円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 2，660円

票 数

単勝票数 計 233160 的中 � 86191（1番人気）
複勝票数 計 246667 的中 � 107028（1番人気）� 39794（2番人気）� 25498（3番人気）
枠連票数 計 56220 的中 （3－5） 15408（1番人気）
馬連票数 計 223319 的中 �� 41575（1番人気）
馬単票数 計 158773 的中 �� 18488（1番人気）
ワイド票数 計 172949 的中 �� 32637（1番人気）�� 11396（4番人気）�� 9093（5番人気）
3連複票数 計 291613 的中 ��� 23920（3番人気）
3連単票数 計 530832 的中 ��� 14460（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．3―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．9―36．2―48．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブミーリッキー 
�
父 サウスヴィグラス 

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2016．4．15生 牝2栗 母 ベラドンナジュリア 母母 ジュリアビコー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



17031 6月23日 晴 良 （30函館1）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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
1：06．8
1：06．5

良
良

35 サラデコラシオン 牝4栗 55 池添 謙一川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 436＋ 21：08．9 6．1�
11 トワイライトライフ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 2 〃 クビ 3．9�

22 パッションチカ 牝4鹿 55 国分 恭介冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 458＋ 61：09．0� 44．6�
23 コーラルリーフ 牝3栗 52 古川 吉洋�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 428－ 21：09．31� 8．2�
58 シ ア ン 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 418± 0 〃 クビ 33．1	
611� ブラウンローズ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 478＋ 21：09．4� 10．6

34 ミコジェンヌ 牝3栗 52

50 △菊沢 一樹古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 446＋ 6 〃 ハナ 140．4�
59 グ リ エ ル マ 牝3鹿 52

51 ☆小崎 綾也小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 452－ 81：09．5� 3．8�
712 ユトリチャン 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 426＋ 2 〃 クビ 35．8
713 メジャータイフーン 牝5栗 55 岩田 康誠林 正道氏 斉藤 崇史 新ひだか 服部 牧場 486－ 21：09．71	 6．1�
814 マ カ レ ア 牝5黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 416＋12 〃 ハナ 58．2�
46 プルメリアブーケ 牝5栗 55 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 アタマ 30．9�
47 � スターストリーム 牝5黒鹿55 城戸 義政 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 428＋ 61：10．02 148．5�
610 カーティバル 牝3鹿 52

49 ▲西村 淳也野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 408＋ 41：10．21 28．0�
815 キャラメルフレンチ 牝4栗 55 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 浦河 惣田 英幸 466＋141：10．51� 62．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，661，600円 複勝： 30，344，500円 枠連： 7，845，200円
馬連： 33，683，500円 馬単： 15，541，800円 ワイド： 25，337，700円
3連複： 46，382，500円 3連単： 59，289，000円 計： 239，085，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 190円 � 810円 枠 連（1－3） 1，170円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，970円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 11，190円 3 連 単 ��� 54，540円

票 数

単勝票数 計 206616 的中 � 27091（3番人気）
複勝票数 計 303445 的中 � 48965（2番人気）� 46055（4番人気）� 7261（10番人気）
枠連票数 計 78452 的中 （1－3） 5169（3番人気）
馬連票数 計 336835 的中 �� 19572（2番人気）
馬単票数 計 155418 的中 �� 3816（8番人気）
ワイド票数 計 253377 的中 �� 14240（2番人気）�� 2088（33番人気）�� 2822（21番人気）
3連複票数 計 463825 的中 ��� 3106（32番人気）
3連単票数 計 592890 的中 ��� 788（158番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―45．8―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サラデコラシオン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 デュランダル デビュー 2016．12．24 中山6着

2014．3．27生 牝4栗 母 アースツリー 母母 ドライアッド 10戦2勝 賞金 14，900，000円
※ユトリチャン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17032 6月23日 晴 良 （30函館1）第3日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分（番組第9競走を順序変更） （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

11 レコンキスタ 牡4栗 57 岩田 康誠村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B498－ 41：46．0 5．0�
22 フ ラ ン ド ル �5鹿 57 北村 友一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B484－ 21：46．32 4．0�
44 � チビノヴァルタン 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 454＋ 81：46．4クビ 6．8�
79 メイショウヴォルガ 牡4鹿 57

55 △菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 490± 01：46．61� 3．3�
66 シンゼンガンプ 牡6鹿 57 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 482－ 61：47．13 7．5�
55 タマモシンプロン 牡3栗 54 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 526± 0 〃 ハナ 25．3	
33 � スマートサクソン 牝4芦 55 横山 和生大川 徹氏 古賀 史生 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 484－ 61：47．2	 16．4


810 ミラクルユニバンス 牡5栗 57
56 ☆小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444＋ 81：47．3クビ 30．0�

78 ペイシャリサ 牝4栗 55
54 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 474－101：47．62 118．5�

811 クリノキング �4栗 57 藤岡 康太栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B472－ 21：48．13 13．2
67 サンマルアリュール 牝6栗 55

54 ☆加藤 祥太相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 526＋261：49．16 89．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 22，139，700円 複勝： 32，002，000円 枠連： 9，369，100円
馬連： 37，164，500円 馬単： 20，590，200円 ワイド： 28，945，400円
3連複： 49，092，300円 3連単： 72，609，500円 計： 271，912，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 150円 � 190円 枠 連（1－2） 640円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 410円 �� 510円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 10，190円

票 数

単勝票数 計 221397 的中 � 35116（3番人気）
複勝票数 計 320020 的中 � 51402（3番人気）� 60995（1番人気）� 38235（5番人気）
枠連票数 計 93691 的中 （1－2） 11345（3番人気）
馬連票数 計 371645 的中 �� 30819（3番人気）
馬単票数 計 205902 的中 �� 8076（6番人気）
ワイド票数 計 289454 的中 �� 18865（3番人気）�� 14522（6番人気）�� 12816（9番人気）
3連複票数 計 490923 的中 ��� 16457（6番人気）
3連単票数 計 726095 的中 ��� 5164（23番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．2―12．7―12．6―11．9―12．4―13．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．3―43．0―55．6―1：07．5―1：19．9―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レコンキスタ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2016．11．5 東京6着

2014．2．24生 牡4栗 母 ロイヤルティアラ 母母 ロイヤルコスマー 19戦3勝 賞金 29，100，000円



17033 6月23日 晴 良 （30函館1）第3日 第9競走 ��
��2，000�

ゆ の か わ

湯 川 特 別
発走14時15分（番組第10競走を順序変更） （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 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

77 ジ ェ シ ー 牡3鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 474± 02：00．0 1．9�
66 キャリアベスト 牡4栗 57 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 494－ 22：00．21� 4．7�
44 メ ガ フ レ ア 牡4黒鹿57 藤岡 康太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 486＋ 22：00．3	 5．3�
33 スパイクナード 牝4黒鹿55 小崎 綾也前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 8 〃 アタマ 14．5�
11 ゴージャスガール 牝6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 454＋ 82：00．51	 11．0	
22 マイネルプレッジ 牡7鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 446± 02：00．6クビ 51．0

55 マイネルパンドーロ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 82：00．92 5．8�
（7頭）

売 得 金
単勝： 25，563，300円 複勝： 26，252，500円 枠連： 発売なし
馬連： 37，272，000円 馬単： 23，234，300円 ワイド： 22，817，500円
3連複： 42，971，400円 3連単： 111，264，500円 計： 289，375，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 160円 �� 200円 �� 310円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，580円

票 数

単勝票数 計 255633 的中 � 103237（1番人気）
複勝票数 計 262525 的中 � 99964（1番人気）� 45851（2番人気）
馬連票数 計 372720 的中 �� 72500（1番人気）
馬単票数 計 232343 的中 �� 29469（1番人気）
ワイド票数 計 228175 的中 �� 40397（1番人気）�� 28503（3番人気）�� 15720（6番人気）
3連複票数 計 429714 的中 ��� 53140（2番人気）
3連単票数 計1112645 的中 ��� 50855（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．2―48．3―1：00．7―1：13．0―1：24．9―1：36．6―1：48．0

コーナー
通過順位

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

2
4
7＝1，5（2，4）－（3，6）
7，4（1，5）（2，6）3

勝馬の
紹 介

ジ ェ シ ー �

父 エイシンフラッシュ �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．10．8 東京2着

2015．3．28生 牡3鹿 母 ジ ェ シ カ 母母 セシルカット 7戦2勝 賞金 26，567，000円

17034 6月23日 晴 良 （30函館1）第3日 第10競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時50分（番組第8競走を順序変更） （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 クリノレオノール 牝4鹿 55 城戸 義政栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 446＋ 8 59．3 13．0�
22 リ ガ ス 牡4芦 57 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 528＋ 4 〃 クビ 4．2�
67 コマノレジェンド 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 470－ 6 59．4クビ 2．2�
811 タイキラメール 牡5栗 57 荻野 琢真�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 466－ 6 59．71� 39．0�
68 ソロダンサー 牝5鹿 55 勝浦 正樹�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム B488± 0 〃 ハナ 18．9	
710 コウエイアンカ �3鹿 54 菱田 裕二伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 472± 0 〃 アタマ 18．4

56 グ ラ ス レ オ 牡3黒鹿54 丹内 祐次半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 488－ 2 59．91 17．9�
11 アテンフラワー 牝3青鹿 52

51 ☆小崎 綾也河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 470－ 4 〃 アタマ 9．0
44 ハートイズハート 牡5栗 57

54 ▲西村 淳也北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 462－ 21：00．0クビ 154．4�
79 ノボベイビー 牡3栗 54

53 ☆木幡 初也�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 474± 01：00．42� 9．5�
33 ブラックピクシー 牝3黒鹿52 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 508－ 41：00．61 11．8�
812	 イネディット 牝5栗 55

54 ☆木幡 巧也 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 410＋181：01．55 212．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，180，000円 複勝： 36，982，700円 枠連： 12，584，700円
馬連： 53，423，700円 馬単： 28，966，300円 ワイド： 33，619，200円
3連複： 68，857，900円 3連単： 109，403，400円 計： 373，017，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 230円 � 150円 � 120円 枠 連（2－5） 2，040円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 990円 �� 420円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 19，740円

票 数

単勝票数 計 291800 的中 � 17834（6番人気）
複勝票数 計 369827 的中 � 28421（5番人気）� 61976（2番人気）� 111546（1番人気）
枠連票数 計 125847 的中 （2－5） 4772（8番人気）
馬連票数 計 534237 的中 �� 12025（12番人気）
馬単票数 計 289663 的中 �� 2719（27番人気）
ワイド票数 計 336192 的中 �� 7488（13番人気）�� 19865（3番人気）�� 41546（1番人気）
3連複票数 計 688579 的中 ��� 29453（3番人気）
3連単票数 計1094034 的中 ��� 4018（61番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．3―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノレオノール �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2016．11．6 東京11着

2014．5．4生 牝4鹿 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 18戦3勝 賞金 25，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナイツブリッジ号
（非抽選馬） 2頭 ヴィーナスフローラ号・ヘルディン号



17035 6月23日 晴 良 （30函館1）第3日 第11競走 ��
��1，700�

おおぬま

大沼ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：41．7
1：40．9

不良
重

810 リーゼントロック 牡7黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 512－161：44．4 9．1�
67 ヨ シ オ 牡5鹿 56 勝浦 正樹仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 480＋ 61：44．61 3．7�
33 ゴーインググレート 牡8栗 56 池添 謙一田畑 利彦氏 北出 成人 新ひだか 片岡 博 484－ 61：44．7	 48．5�
78 
 ストロングバローズ 牡5鹿 56 藤岡 佑介猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox

Straus KY 562＋16 〃 ハナ 5．5�
44 タムロミラクル 牡6青鹿57 岩田 康誠谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 482＋ 81：44．91 8．6�
66 マッチレスヒーロー 牡7栗 56 丸山 元気�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B474－121：45．11� 18．2	
811 アングライフェン 牡6鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482± 01：45．41� 3．8

11 ブレスアロット 牡5栗 56 吉田 隼人吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B466－ 2 〃 クビ 30．7�
55 タガノエスプレッソ 牡6鹿 57 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 456－ 61：45．61� 8．4�
22 ラストダンサー 牡7青鹿57 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 448－ 41：46．77 11．3
79 サウンドスカイ 牡5栗 56 菱田 裕二増田 雄一氏 高柳 大輔 新ひだか フジワラフアーム 498－ 61：46．8クビ 171．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，390，700円 複勝： 73，443，700円 枠連： 27，143，200円
馬連： 162，350，900円 馬単： 62，878，100円 ワイド： 79，147，800円
3連複： 212，443，100円 3連単： 293，137，800円 計： 965，935，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 320円 � 170円 � 1，150円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 480円 �� 5，220円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 17，000円 3 連 単 ��� 86，280円

票 数

単勝票数 計 553907 的中 � 48340（6番人気）
複勝票数 計 734437 的中 � 55494（7番人気）� 148182（1番人気）� 12852（10番人気）
枠連票数 計 271432 的中 （6－8） 53016（1番人気）
馬連票数 計1623509 的中 �� 99383（4番人気）
馬単票数 計 628781 的中 �� 15721（9番人気）
ワイド票数 計 791478 的中 �� 46760（3番人気）�� 3682（44番人気）�� 6867（33番人気）
3連複票数 計2124431 的中 ��� 9368（65番人気）
3連単票数 計2931378 的中 ��� 2463（341番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．6―42．9―55．3―1：07．6―1：19．8―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リーゼントロック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2013．12．7 阪神2着

2011．3．2生 牡7黒鹿 母 レディインディ 母母 Fiji 35戦6勝 賞金 140，730，000円

17036 6月23日 晴 良 （30函館1）第3日 第12競走 ��
��1，200�

お し ゃ ま ん べ

長 万 部 特 別
発走16時05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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

11 ラブローレル 牝6青鹿55 国分 恭介増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 424－ 21：09．1 13．6�
12 ザベストエバー 牡4黒鹿57 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 クビ 17．1�
24 タイセイソニック 牡3黒鹿54 藤岡 佑介田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 454－ 41：09．2� 3．1�
35 	
 ボスキャットグレイ 牡5芦 57 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten 470－ 4 〃 ハナ 63．7�
713 サレンティーナ 牡4栗 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 21：09．3クビ 8．9�
611 ダノンメモリー �5鹿 57 柴山 雄一	ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 536＋ 8 〃 ハナ 5．9

48 コスモプラシデス 牡4鹿 57 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 472± 01：09．4� 188．7�
612 ガーシュウィン 牡4鹿 57 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 478－ 61：09．5� 13．9�
47 ポップシンガー 牝4鹿 55 勝浦 正樹村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 452＋10 〃 アタマ 8．3
59 	 デルマキセキ 牝3鹿 52 北村 友一浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie

Bloodstock B454± 0 〃 ハナ 34．1�
510 ジャスティンラヴ 牝4黒鹿55 川須 栄彦前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 410＋ 21：09．6クビ 85．8�
815 スリーランディア 牝4鹿 55 岩田 康誠永井商事	 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424－ 2 〃 ハナ 5．9�
714 ニューミレニアム 牡4栗 57 小崎 綾也 	グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 438± 01：09．7� 109．2�
36 
 ワカコマタイヨウ 牝4黒鹿55 横山 和生島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋161：09．8� 20．1�
23 ドゥモワゼル 牝4鹿 55 木幡 初也小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 444± 0 〃 アタマ 76．7�
816 ペイシャゲラン 牝4栗 55 井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 B438－ 81：10．11� 40．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，953，900円 複勝： 59，826，300円 枠連： 25，819，900円
馬連： 105，311，200円 馬単： 41，429，100円 ワイド： 64，820，100円
3連複： 141，721，500円 3連単： 172，726，500円 計： 654，608，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 270円 � 420円 � 150円 枠 連（1－1） 7，210円

馬 連 �� 7，610円 馬 単 �� 14，250円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 600円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 44，670円

票 数

単勝票数 計 429539 的中 � 25129（6番人気）
複勝票数 計 598263 的中 � 51445（4番人気）� 29787（8番人気）� 134473（1番人気）
枠連票数 計 258199 的中 （1－1） 2773（28番人気）
馬連票数 計1053112 的中 �� 10712（29番人気）
馬単票数 計 414291 的中 �� 2179（58番人気）
ワイド票数 計 648201 的中 �� 10579（18番人気）�� 29262（3番人気）�� 14708（11番人気）
3連複票数 計1417215 的中 ��� 14960（16番人気）
3連単票数 計1727265 的中 ��� 2803（122番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．5―11．4―12．2

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4F46．2―3F35．1
3 12（1，7，11）（2，8）（5，6，10）14，3，13（9，16）－15，4 4 12（1，7，11）（2，8）10（5，6，14）（3，13）16，9（15，4）

勝馬の
紹 介

ラブローレル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2014．7．5 函館6着

2012．2．5生 牝6青鹿 母 ローレルポラリス 母母 セブンレツトウ 46戦3勝 賞金 45，745，000円
〔その他〕 ワカコマタイヨウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ワカコマタイヨウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年7月23日まで出走できない。



（30函館1）第3日 6月23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 151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

189，450，000円
2，460，000円
18，360，000円
1，300，000円
20，290，000円
60，446，000円
3，926，000円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
319，961，100円
429，994，500円
129，471，800円
607，812，200円
292，733，400円
394，544，400円
810，937，500円
1，160，440，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，145，895，800円

総入場人員 6，648名 （有料入場人員 5，814名）
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