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17061 7月1日 小雨 不良 （30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

56 リリープリンセス 牝3黒鹿54 池添 謙一村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 B462＋ 2 58．6 2．8�
812 ホッコータピタン 牝3栗 54 横山 和生北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 450± 0 59．77 19．8�
22 キンゲショウ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也�グランド牧場 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444＋10 59．91 49．7�

11 ベストミライ 牝3芦 54 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 青森 諏訪牧場 500＋ 81：00．11 37．5�
44 ペイシャオブライフ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 486＋ 6 〃 アタマ 24．3	
811 カ ト レ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 田湯牧場 464＋ 61：00．2� 4．4

55 ド ロ テ ー ア 牝3黒鹿 54

52 △横山 武史吉田 和美氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418± 01：00．73 33．8�

33 ナムラジュノー 牝3鹿 54
52 △菊沢 一樹奈村 睦弘氏 大和田 成 様似 林 時春 414＋ 41：00．8� 4．5�

79 ノーブルキッス 牝3鹿 54 岩田 康誠吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 藤沢牧場 412＋ 21：00．9� 7．8
67 ジュンサロマ 牝3鹿 54 丸山 元気河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 458＋141：01．0� 7．7�
710 ペイシャベッチン 牝3栗 54 国分 恭介北所 直人氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社石川牧場 488 ―1：01．53 116．1�
68 スイートベイ 牝3黒鹿54 荻野 琢真楠元 貴司氏 今野 貞一 新ひだか タガミファーム 426＋ 61：03．09 50．2�
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売 得 金
単勝： 19，975，800円 複勝： 34，024，300円 枠連： 7，826，500円
馬連： 36，191，500円 馬単： 21，165，000円 ワイド： 27，865，700円
3連複： 55，818，500円 3連単： 75，176，000円 計： 278，043，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 510円 � 920円 枠 連（5－8） 450円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，540円 �� 6，570円

3 連 複 ��� 31，640円 3 連 単 ��� 116，210円

票 数

単勝票数 計 199758 的中 � 55932（1番人気）
複勝票数 計 340243 的中 � 77858（1番人気）� 14693（6番人気）� 7554（8番人気）
枠連票数 計 78265 的中 （5－8） 13238（1番人気）
馬連票数 計 361915 的中 �� 9621（10番人気）
馬単票数 計 211650 的中 �� 3623（19番人気）
ワイド票数 計 278657 的中 �� 7741（11番人気）�� 2799（28番人気）�� 1062（46番人気）
3連複票数 計 558185 的中 ��� 1323（80番人気）
3連単票数 計 751760 的中 ��� 469（309番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．5―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリープリンセス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2017．7．16 中京2着

2015．2．22生 牝3黒鹿 母 プリンセスイブ 母母 ナナイモプリンセス 11戦1勝 賞金 13，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイートベイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月1日まで平地競走に

出走できない。

17062 7月1日 小雨 不良 （30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
1：40．9

不良
重

58 ヴァローレネロ 牡3青 56
54 △横山 武史程田 真司氏 矢野 英一 日高 チャンピオン

ズファーム 438＋ 21：46．5 25．0�
69 サンシャイアン 牡3鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 486＋16 〃 ハナ 24．9�
712 ロードスターダスト 牡3栗 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：46．81� 5．1�
22 ブ ケ パ ロ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也小田 吉男氏 中竹 和也 新ひだか 山際セントラルスタッド 450± 01：46．9� 46．9�
11 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 502－ 6 〃 ハナ 2．3	
34 テーオーエンブレム 牡3鹿 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 若林 順一 480－ 41：47．1� 20．0

610 マ ト ラ ッ セ 牡3鹿 56 岩田 康誠嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 B472± 01：47．2� 5．0�
57 キリンノツバサ 牡3栗 56 丸山 元気本多 敏行氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 452＋121：47．3� 107．4�
711 グランサージュ 牡3黒鹿56 川須 栄彦宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 464＋ 6 〃 ハナ 46．4
33 センコウライメイ 牡3青 56 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 486± 01：47．93� 351．9�
813 デンコウエルドラド 牡3栗 56 城戸 義政田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 492± 01：48．75 16．9�
45 ヴォーティブ 牝3栗 54 藤岡 康太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 506± 01：49．12 10．4�
46 テイエムヘニーズ 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 498＋ 81：49．31� 165．1�
814 ス ク ー プ 牡3栗 56 菱田 裕二石川 達絵氏 角田 晃一 新冠 須崎牧場 470－ 4 〃 ハナ 12．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，723，400円 複勝： 35，637，200円 枠連： 8，505，300円
馬連： 34，166，200円 馬単： 18，498，300円 ワイド： 26，689，300円
3連複： 49，926，800円 3連単： 60，988，300円 計： 255，134，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 530円 � 610円 � 260円 枠 連（5－6） 3，250円

馬 連 �� 12，250円 馬 単 �� 27，740円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 1，450円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 22，310円 3 連 単 ��� 195，640円

票 数

単勝票数 計 207234 的中 � 6616（9番人気）
複勝票数 計 356372 的中 � 16666（5番人気）� 14130（8番人気）� 40146（3番人気）
枠連票数 計 85053 的中 （5－6） 2027（12番人気）
馬連票数 計 341662 的中 �� 2160（33番人気）
馬単票数 計 184983 的中 �� 500（69番人気）
ワイド票数 計 266893 的中 �� 1969（33番人気）�� 4843（13番人気）�� 2530（28番人気）
3連複票数 計 499268 的中 ��� 1678（67番人気）
3連単票数 計 609883 的中 ��� 226（504番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．5―12．3―12．9―12．9―13．0―13．1―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．2―41．5―54．4―1：07．3―1：20．3―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァローレネロ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．7．15 福島4着

2015．4．26生 牡3青 母 クリスタルストーン 母母 リキセレナード 8戦1勝 賞金 6，600，000円

第１回 函館競馬 第６日



17063 7月1日 雨 重 （30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

714 リュウドカズマ 牡3鹿 56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 452＋ 41：10．8 4．3�
24 マコトキッショウ 牡3芦 56 C．ルメール�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 460－ 4 〃 クビ 5．1�
510 マイラティーシャ 牝3鹿 54 松岡 正海 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 428－ 21：10．9� 19．9�
815 ヤマニンヌヌース 牝3鹿 54 藤岡 佑介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B448＋ 21：11．32� 5．2�
47 チャノカオリ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也山本 茂氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 忠幸 426＋ 4 〃 アタマ 49．4�
12 ミフトゥーロ 牝3鹿 54 勝浦 正樹藤田 在子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 B454＋ 21：11．4� 19．9	
36 タイセイパルフェ 牝3黒鹿54 川須 栄彦田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 458＋ 41：11．5� 29．5

713 エイシンエポカル 牝3黒鹿54 丸山 元気�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 八田ファーム 458± 01：11．6クビ 117．5�
35 エイシンペガサス 牡3鹿 56 北村 友一�栄進堂 野中 賢二 浦河 高野牧場 430－221：11．81� 18．5�
612 ショーコーズ 牝3栗 54

52 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 440＋ 4 〃 ハナ 154．0
59 コウキバイオ 牝3青鹿 54

52 △菊沢 一樹バイオ� 松山 将樹 日高 沖田牧場 420－ 41：12．33 223．7�
611 ペイシャプレゼント 牝3黒鹿54 長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 424＋ 6 〃 クビ 216．0�
816	 アメリカンドミンゴ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉澤 克己氏 今野 貞一 米 Queen Of The

Night Syndicate 412± 0 〃 ハナ 16．9�
11 ハードカウント 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋10 〃 ハナ 3．9�

23 ディアフェルスパー 
3鹿 56 柴山 雄一ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ 462＋ 81：12．61� 117．4�

48 	 スカイシーアキラ 牝3鹿 54 川島 信二松本 俊廣氏 山内 研二 英 Mr Kouki
Hayashi 464＋ 21：13．23� 12．2�
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売 得 金
単勝： 23，742，200円 複勝： 38，645，100円 枠連： 11，755，500円
馬連： 42，052，900円 馬単： 20，732，700円 ワイド： 33，223，600円
3連複： 61，775，300円 3連単： 73，702，800円 計： 305，630，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 210円 � 440円 枠 連（2－7） 1，330円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，310円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 7，140円 3 連 単 ��� 30，420円

票 数

単勝票数 計 237422 的中 � 43763（2番人気）
複勝票数 計 386451 的中 � 72890（1番人気）� 49231（4番人気）� 17987（8番人気）
枠連票数 計 117555 的中 （2－7） 6841（6番人気）
馬連票数 計 420529 的中 �� 21390（5番人気）
馬単票数 計 207327 的中 �� 5537（10番人気）
ワイド票数 計 332236 的中 �� 12616（6番人気）�� 6440（15番人気）�� 5030（23番人気）
3連複票数 計 617753 的中 ��� 6481（25番人気）
3連単票数 計 737028 的中 ��� 1756（84番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．5―46．6―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．3
3 ・（1，8）10（3，14）（7，15，16）（6，4）（2，12，13）11，5，9 4 ・（1，10，14）8（3，7，15）（6，4）16（2，12，13）－11，5，9

勝馬の
紹 介

リュウドカズマ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．12．9 阪神4着

2015．5．8生 牡3鹿 母 バクシンポイント 母母 レイドフラワー 7戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走状況〕 ハードカウント号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） 2頭 チムニースイーパー号・レディライク号
（非抽選馬） 1頭 ミスベル号

17064 7月1日 雨 重 （30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

58 ミッキーチャーム 牝3鹿 54 藤岡 佑介野田みづき氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 458＋221：49．3 2．0�
610 ウインアイスバーグ 牝3芦 54

52 △横山 武史�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 412－121：50．68 62．3�
611 ウィナーポイント 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 出口牧場 392－ 4 〃 クビ 37．3�
46 デルマウオッカ 牡3鹿 56 松岡 正海浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 494＋ 41：50．81� 5．6�
814 ウィズワンアコード 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：50．9クビ 65．9�
35 ア ス ト ル ム 牡3栗 56 中井 裕二 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 4 〃 ハナ 12．5	
22 カシノレガーメ 牡3黒鹿56 柴山 雄一柏木 務氏 清水 英克 日高 野島牧場 450－ 2 〃 クビ 75．6

23 フリーダムソート 牡3栗 56 国分 恭介西森 鶴氏 西村 真幸 様似 清水スタッド 458＋ 81：51．0クビ 13．9�
712 ナイルデルタ 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 480± 01：51．21� 5．5
47 スズカローレル 牝3鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 408± 0 〃 ハナ 44．8�
34 エスケートーラス 牡3鹿 56 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 青森 伊藤牧場 458± 01：51．3クビ 10．8�
713 セイウンキャンティ 牝3鹿 54 菱田 裕二西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 426± 01：51．72� 104．3�
11 アドマイヤテンプウ 牝3黒鹿54 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：51．8� 90．8�
815 ハギノアテナ 牝3黒鹿54 北村 友一安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 448＋101：52．22� 28．7�
59 ク イ ン チ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 464＋201：53．79 78．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，145，500円 複勝： 44，187，800円 枠連： 11，255，300円
馬連： 45，321，200円 馬単： 23，494，900円 ワイド： 34，703，600円
3連複： 62，677，500円 3連単： 86，011，300円 計： 334，797，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 1，560円 � 680円 枠 連（5－6） 2，370円

馬 連 �� 9，850円 馬 単 �� 11，890円

ワ イ ド �� 3，420円 �� 1，410円 �� 13，150円

3 連 複 ��� 55，100円 3 連 単 ��� 193，050円

票 数

単勝票数 計 271455 的中 � 106350（1番人気）
複勝票数 計 441878 的中 � 132346（1番人気）� 5248（11番人気）� 12923（8番人気）
枠連票数 計 112553 的中 （5－6） 3675（9番人気）
馬連票数 計 453212 的中 �� 3563（24番人気）
馬単票数 計 234949 的中 �� 1481（37番人気）
ワイド票数 計 347036 的中 �� 2602（29番人気）�� 6526（16番人気）�� 666（74番人気）
3連複票数 計 626775 的中 ��� 853（124番人気）
3連単票数 計 860113 的中 ��� 323（434番人気）

ハロンタイム 12．0―11．5―12．0―12．4―12．4―12．5―12．2―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．5―35．5―47．9―1：00．3―1：12．8―1：25．0―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
8，9（5，6）11（1，4）（10，12）3，14（7，15）－2－13
8－（5，9，11，4）6（1，10，12）（3，14，2）（7，15）13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーチャーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dansili デビュー 2018．2．3 京都4着

2015．2．7生 牝3鹿 母 リップルスメイド 母母 Rivers Rhapsody 4戦1勝 賞金 9，200，000円
〔制裁〕 デルマウオッカ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クインチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月1日まで平地競走に出

走できない。



17065 7月1日 雨 重 （30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

22 パイロテクニクス 牡2鹿 54 勝浦 正樹 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 原口牧場 496 ―1：11．4 14．0�
44 ヤマカツルビー 牝2黒鹿54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 474 ―1：11．82� 1．7�
88 トーセンアトランタ 牡2鹿 54 四位 洋文島川 �哉氏 小野 次郎 浦河 大島牧場 470 ―1：12．12 16．0�
77 パブロフテソーロ 牡2鹿 54 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 新ひだか 木村 秀則 536 ―1：12．2� 6．2	
11 ハクサンタイヨウ 牡2青鹿54 松岡 正海篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 462 ―1：12．3クビ 55．6

55 ペイシャリルキス 牡2鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 446 ―1：12．4� 81．0�
33 オスカーホール 牡2栗 54 C．ルメール 桜井 忠隆氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 464 ―1：13．14 4．0�
66 ユ ウ キ 牝2芦 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 裕 新冠 樋渡 志尚 440 ―1：13．2クビ 45．0

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，707，800円 複勝： 55，020，100円 枠連： 発売なし
馬連： 34，380，400円 馬単： 26，665，500円 ワイド： 19，244，400円
3連複： 38，981，600円 3連単： 110，727，900円 計： 322，727，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 250円 � 110円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，120円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 23，510円

票 数

単勝票数 計 377078 的中 � 22845（4番人気）
複勝票数 計 550201 的中 � 21221（5番人気）� 365465（1番人気）� 22033（4番人気）
馬連票数 計 343804 的中 �� 20947（5番人気）
馬単票数 計 266655 的中 �� 5474（11番人気）
ワイド票数 計 192444 的中 �� 11053（5番人気）�� 3986（11番人気）�� 15334（4番人気）
3連複票数 計 389816 的中 ��� 11927（8番人気）
3連単票数 計1107279 的中 ��� 3414（63番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―11．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．3―47．2―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パイロテクニクス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2016．3．30生 牡2鹿 母 ショウナンハトバ 母母 フィーユドノワール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 パイロテクニクス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 パイロテクニクス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年8月1日まで出走できない。

17066 7月1日 小雨 重 （30函館1）第6日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走12時40分（番組第7競走を順序変更） （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

44 チカノワール 牝4鹿 55 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 452± 02：04．9 5．5�
33 フライングレディ 牝5黒鹿55 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 アタマ 2．4�
11 アスタービーナス 牝3鹿 52 勝浦 正樹加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 412± 02：05．11� 4．7�
66 ハ イ ド ラ ン 牝3黒鹿52 藤岡 康太五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 8 〃 クビ 9．5�
55 ラ テ ュ ロ ス 牝3鹿 52 吉田 隼人 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 62：05．2クビ 6．6	
77 デルマオギン 牝5鹿 55 丸山 元気浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478＋ 42：05．62� 5．7

22 ミッキーディナシー 牝5黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太野田みづき氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 444± 02：06．34 67．1�
（7頭）

売 得 金
単勝： 22，868，100円 複勝： 22，679，500円 枠連： 発売なし
馬連： 31，121，100円 馬単： 19，696，800円 ワイド： 19，636，300円
3連複： 34，902，300円 3連単： 90，590，100円 計： 241，494，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 240円 �� 370円 �� 210円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 5，640円

票 数

単勝票数 計 228681 的中 � 32787（3番人気）
複勝票数 計 226795 的中 � 32767（4番人気）� 74833（1番人気）
馬連票数 計 311211 的中 �� 36060（3番人気）
馬単票数 計 196968 的中 �� 8878（6番人気）
ワイド票数 計 196363 的中 �� 21271（3番人気）�� 11910（7番人気）�� 25447（2番人気）
3連複票数 計 349023 的中 ��� 36078（3番人気）
3連単票数 計 905901 的中 ��� 11640（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．0―50．0―1：03．4―1：16．6―1：29．4―1：41．6―1：53．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．5
1
3
6，5－1，3（2，4）－7・（6，5）1（2，3）4－7

2
4
6，5－1，3（2，4）－7
6（5，1，4）（2，3）7

勝馬の
紹 介

チカノワール �

父 ハービンジャー �


母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．11．26 京都5着

2014．5．2生 牝4鹿 母 フレアキャスケード 母母 ダンツプリンセス 14戦2勝 賞金 26，350，000円



17067 7月1日 小雨 不良 （30函館1）第6日 第7競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時10分（番組第6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

811 ライオンボス 牡3栗 54 北村 友一�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 518＋ 2 58．7 56．3�
33 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± 0 〃 アタマ 2．3�
812� カ ミ ノ コ 牡3青鹿54 勝浦 正樹門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 452± 0 59．12	 14．1�
67 � テ ン モ ー ス 牝4鹿 55 四位 洋文前田 幸治氏 飯田 祐史 米 Mark Gittins 464－ 2 59．2	 2．7�
22 アンチャーテッド 牡4鹿 57 岩田 康誠吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 456＋16 59．41	 15．0	
55 ヘ ル デ ィ ン 牝4青鹿 55

53 △横山 武史金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 438＋ 4 〃 ハナ 6．5


11 
 マッジョネラ �4黒鹿 57
55 △菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 498＋ 2 59．5クビ 28．3�

68 ショーアッシ 牡4鹿 57
54 ▲西村 淳也吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 松田牧場 520＋ 6 〃 クビ 28．1�

44 テイエムオーラコ 牝3栗 52
51 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 長浜 秀昭 462± 0 〃 ハナ 47．8

56 モンサンロジェ 牝3黒鹿 52
51 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B496＋ 41：00．35 111．7�

710 ナイツブリッジ 牡3黒鹿54 柴山 雄一村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504＋10 〃 アタマ 30．5�
79 ホウロクダマ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 560＋ 41：00．61� 38．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，668，300円 複勝： 37，535，800円 枠連： 10，455，200円
馬連： 45，893，000円 馬単： 27，293，000円 ワイド： 32，020，300円
3連複： 65，917，200円 3連単： 98，925，800円 計： 346，708，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，630円 複 勝 � 850円 � 120円 � 250円 枠 連（3－8） 1，420円

馬 連 �� 6，100円 馬 単 �� 14，860円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 5，490円 �� 630円

3 連 複 ��� 20，030円 3 連 単 ��� 167，960円

票 数

単勝票数 計 286683 的中 � 4068（11番人気）
複勝票数 計 375358 的中 � 7203（11番人気）� 127948（1番人気）� 31120（4番人気）
枠連票数 計 104552 的中 （3－8） 5693（5番人気）
馬連票数 計 458930 的中 �� 5828（18番人気）
馬単票数 計 272930 的中 �� 1377（43番人気）
ワイド票数 計 320203 的中 �� 3998（19番人気）�� 1434（40番人気）�� 13986（5番人気）
3連複票数 計 659172 的中 ��� 2467（55番人気）
3連単票数 計 989258 的中 ��� 427（412番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．7―34．3―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライオンボス �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．10．9 東京8着

2015．3．19生 牡3栗 母 ウーマンインレッド 母母 ミスカスウェル 7戦2勝 賞金 13，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チェリースプリング号

17068 7月1日 曇 不良 （30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
1：40．9

不良
重

44 キタサンタイドー 牡3黒鹿54 藤岡 佑介�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ
ファーム 510－ 21：43．9 3．0�

22 ダノンロッソ 牡4青鹿57 C．ルメール�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 448＋101：44．64 2．3�
67 � エンパイアカラー �4黒鹿 57

55 △横山 武史吉澤 克己氏 藤原 辰雄 新冠 ヒカル牧場 498－ 41：44．7� 16．1�
55 キミワテンマ 牡3鹿 54 吉田 隼人浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 ハナ 12．0�
810 コスモカンナム 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 文雅 新ひだか 木村 秀則 456－ 21：45．12 26．8	
11 アルゴセイコウ 牡3黒鹿54 岩田 康誠エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 466± 01：45．2� 14．8

78 アドマイヤガスト 牡6鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 538＋ 81：45．83	 42．5�
811 デスティネイション �4鹿 57

55 △菊沢 一樹ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484＋ 41：45．9� 31．4�

33 ライクアロケット 牡3鹿 54 横山 和生島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 476＋10 〃 クビ 9．4
79 フライングゲット 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 B448± 01：46．64 22．5�
66 ディライトラッシュ 牡4鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B500＋ 41：47．55 22．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，871，600円 複勝： 30，285，900円 枠連： 8，922，500円
馬連： 40，947，800円 馬単： 25，451，200円 ワイド： 29，727，700円
3連複： 58，365，400円 3連単： 93，661，300円 計： 313，233，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 120円 � 300円 枠 連（2－4） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 180円 �� 720円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 6，380円

票 数

単勝票数 計 258716 的中 � 68883（2番人気）
複勝票数 計 302859 的中 � 70607（2番人気）� 78612（1番人気）� 16380（7番人気）
枠連票数 計 89225 的中 （2－4） 23919（1番人気）
馬連票数 計 409478 的中 �� 105703（1番人気）
馬単票数 計 254512 的中 �� 38623（1番人気）
ワイド票数 計 297277 的中 �� 55101（1番人気）�� 8927（9番人気）�� 8413（12番人気）
3連複票数 計 583654 的中 ��� 25344（6番人気）
3連単票数 計 936613 的中 ��� 10642（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．0―42．4―54．9―1：07．0―1：18．8―1：31．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタサンタイドー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．16 中京4着

2015．4．13生 牡3黒鹿 母 スカラムーシュ 母母 プリンセスリーマ 12戦2勝 賞金 23，850，000円
〔発走状況〕 エンパイアカラー号は，枠入り不良。



17069 7月1日 曇 重 （30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53�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

810 クレッシェンドラヴ 牡4鹿 57 四位 洋文広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 488－ 42：44．3 2．6�
811 マーヴェルズ 牡4鹿 57 川須 栄彦 �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 460＋142：44．62 72．7�
79 トロピカルストーム �5黒鹿57 岩田 康誠吉田 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 444± 02：44．7� 6．7�
66 ノチェブランカ 牝3芦 51 丸山 元気吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 450＋182：44．8クビ 8．8�
55 ダブルバインド 牡4鹿 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440± 02：45．22� 4．6	
44 ブライトクォーツ 牡4鹿 57 城戸 義政 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 482± 02：45．3� 18．0

78 � メルドオール 牡6鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 浦新 徳司 B456－ 2 〃 アタマ 69．5�
22 シャイニーゲール 牡4鹿 57 C．ルメール 小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 470＋122：45．4	 4．5�
11 センショウレイナ 牝5鹿 55 吉田 隼人川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 62：45．82� 23．7
33 マサハヤニース 牡3鹿 53 荻野 琢真中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464－ 22：46．54 51．7�
67 マイネルプレッジ 牡7鹿 57 丹内 祐次 �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 454＋ 82：46．71 45．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，224，400円 複勝： 41，430，700円 枠連： 10，148，200円
馬連： 51，616，900円 馬単： 27，540，600円 ワイド： 38，181，700円
3連複： 70，784，300円 3連単： 118，360，800円 計： 393，287，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 840円 � 190円 枠 連（8－8） 7，170円

馬 連 �� 9，380円 馬 単 �� 12，680円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 390円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 11，850円 3 連 単 ��� 65，300円

票 数

単勝票数 計 352244 的中 � 108175（1番人気）
複勝票数 計 414307 的中 � 95271（1番人気）� 8691（10番人気）� 59456（4番人気）
枠連票数 計 101482 的中 （8－8） 1096（20番人気）
馬連票数 計 516169 的中 �� 4261（26番人気）
馬単票数 計 275406 的中 �� 1628（39番人気）
ワイド票数 計 381817 的中 �� 3652（29番人気）�� 28457（3番人気）�� 2764（34番人気）
3連複票数 計 707843 的中 ��� 4477（41番人気）
3連単票数 計1183608 的中 ��� 1314（197番人気）

ハロンタイム 12．9―12．6―12．8―13．4―12．8―13．5―13．2―13．0―12．1―12．2―11．9―11．8―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�
12．9―25．5―38．3―51．7―1：04．5―1：18．0―1：31．2―1：44．2―1：56．3―2：08．5―2：20．4―2：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」 上り4F48．0―3F35．8
1
�
3，10（2，5）6（1，11）（7，8）－9，4・（3，11）（10，5，8）4（2，6，9）（1，7）

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

勝馬の
紹 介

クレッシェンドラヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．10．22 東京12着

2014．4．14生 牡4鹿 母 ハイアーラヴ 母母 Dollar Bird 11戦3勝 賞金 31，702，000円

17070 7月1日 曇 不良 （30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，29．7．1以降30．6．24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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

58 ゴールデンブレイヴ 牡5栗 55 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：43．6 3．7�
712 フリーフリッカー 牡4鹿 55 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 21：43．81� 4．6�
22 � チャイマックス 牝5鹿 51 藤懸 貴志吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 488＋181：44．11	 76．8�
34 エンクエントロス 牡6鹿 55 木幡 初也山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B498－ 61：44．2
 18．0�
610 タガノヴェローナ 牝4芦 54 国分 恭介八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋101：44．3
 12．7�
33 � ヒルノサルバドール 牡5栗 55 横山 武史�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 448－ 21：44．4	 3．5	
45 � サハラファイター 牡5鹿 56 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 520－ 41：44．5クビ 41．5

46 ワンパーセント 牡5栗 54 岩田 康誠島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋ 4 〃 ハナ 5．7�
57 メイショウイッポン 牡4鹿 54 藤岡 康太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 494－ 21：44．6
 15．8
11 ストロベリーキング �7黒鹿53 川須 栄彦田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 466± 01：45．55 61．0�
69 エリモグレイス 牡5鹿 52 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 492－ 21：45．6
 199．6�
813 ヴォカツィオーネ 牝4栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 466＋241：46．13 18．4�
711 シトロプシス 牝5鹿 50 菊沢 一樹 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 143．0�

（13頭）
814 サウスザスナイパー 牡4黒鹿57 松岡 正海南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 530－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，271，500円 複勝： 42，230，500円 枠連： 17，515，700円
馬連： 54，329，300円 馬単： 24，468，300円 ワイド： 38，200，600円
3連複： 64，074，800円 3連単： 82，244，600円 計： 356，335，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 170円 � 1，420円 枠 連（5－7） 1，270円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 550円 �� 4，540円 �� 5，270円

3 連 複 ��� 23，700円 3 連 単 ��� 110，420円

票 数

単勝票数 差引計 332715（返還計 54907） 的中 � 70167（2番人気）
複勝票数 差引計 422305（返還計 71818） 的中 � 71356（3番人気）� 73977（2番人気）� 5396（11番人気）
枠連票数 差引計 175157（返還計 2791） 的中 （5－7） 10686（7番人気）
馬連票数 差引計 543293（返還計231718） 的中 �� 33578（3番人気）
馬単票数 差引計 244683（返還計108755） 的中 �� 8532（5番人気）
ワイド票数 差引計 382006（返還計135309） 的中 �� 19582（3番人気）�� 2074（39番人気）�� 1782（42番人気）
3連複票数 差引計 640748（返還計454111） 的中 ��� 2027（76番人気）
3連単票数 差引計 822446（返還計618662） 的中 ��� 540（355番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．7―12．3―12．5―12．4―12．4―12．2―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．6―41．9―54．4―1：06．8―1：19．2―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールデンブレイヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．1．31 東京1着

2013．2．9生 牡5栗 母 マチカネハナサソウ 母母 マチカネハツシマダ 7戦3勝 賞金 31，778，000円
〔競走除外〕 サウスザスナイパー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 エヴォリューション号・タガノジーニアス号・デブリン号



17071 7月1日 曇 重 （30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，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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
1：45．7
1：43．9

良
良

55 ナイトオブナイツ 牡5栗 56 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 448－101：49．9 8．0�

67 アストラエンブレム 	5鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 アタマ 3．8�
810
 ハッピーグリン 牡3栗 52 服部 茂史会田 裕一氏 田中 淳司 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 8．1�

（北海道） （北海道）

79 クラウンディバイダ 牡5黒鹿56 柴山 雄一�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 476－ 21：50．0クビ 15．0�
78 ブレスジャーニー 牡4鹿 56 岩田 康誠島川 	哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 456± 0 〃 クビ 3．7

11 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 480－ 21：50．21� 7．3�
22 ナスノセイカン 牡6鹿 56 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 476± 0 〃 クビ 15．7
44 マイネルハニー 牡5鹿 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 490＋121：50．3クビ 5．2�
33 
 サンエイゴールド 牡5黒鹿56 松岡 正海鈴木 雅俊氏 瀬戸 幸一 新冠 ビッグレッドファーム 504－ 11：50．83 75．8�

（岩手）

66 � スズカビスタ 牡7鹿 56 菱田 裕二永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 456－ 21：51．11 152．3�
811 サウンドスカイ 牡5栗 56 加藤 祥太増田 雄一氏 高柳 大輔 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 21：51．73� 252．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 75，547，600円 複勝： 87，383，200円 枠連： 30，741，200円
馬連： 212，287，300円 馬単： 88，401，100円 ワイド： 99，576，200円
3連複： 281，778，000円 3連単： 447，348，300円 計： 1，323，062，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 160円 � 210円 枠 連（5－6） 1，540円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 660円 �� 970円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 24，040円

票 数

単勝票数 計 755476 的中 � 75113（5番人気）
複勝票数 計 873832 的中 � 90406（6番人気）� 159384（2番人気）� 105498（5番人気）
枠連票数 計 307412 的中 （5－6） 15444（8番人気）
馬連票数 計2122873 的中 �� 103113（5番人気）
馬単票数 計 884011 的中 �� 18936（14番人気）
ワイド票数 計 995762 的中 �� 39241（10番人気）�� 25781（17番人気）�� 39722（8番人気）
3連複票数 計2817780 的中 ��� 52357（17番人気）
3連単票数 計4473483 的中 ��� 13488（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．1―49．8―1：02．3―1：14．7―1：26．9―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

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5栗 母 シャイニングアレキ 母母 シャイニンレーサー 25戦6勝 賞金 112，985，000円
※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。

17072 7月1日 曇 重 （30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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

815 ディバインコード 牡4鹿 57 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 500± 01：09．9 1．6�

611 ワンダフルラッシュ 牝5黒鹿55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 450＋ 2 〃 クビ 154．1�

36 ド ウ デ ィ 牡4鹿 57 柴山 雄一 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 480－ 21：10．0クビ 6．1�
11 ダノンハイパワー 牡4黒鹿57 菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 500＋ 2 〃 クビ 19．5�
816 コロラトゥーレ 牝4鹿 55 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 452－ 81：10．21� 13．8�
59 イ キ オ イ 牡6鹿 57 四位 洋文西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 448＋ 41：10．3クビ 60．3	
12 ウ ィ ズ 牡3鹿 54 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 484＋ 8 〃 クビ 15．2

510 イノバティブ 牡4鹿 57 勝浦 正樹畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 464± 0 〃 ハナ 10．1�
713 パルティトゥーラ 牝4黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：10．83 18．5
35 	 レヴァンテライオン 牡4黒鹿57 岩田 康誠ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

506－ 81：11．01� 30．0�
24 レッドカーペット 牡5栗 57 国分 恭介 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 528＋10 〃 クビ 215．9�
48 ショウナンマッシブ 牡4鹿 57 池添 謙一国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 478＋ 2 〃 アタマ 34．0�
47 キャンディバローズ 牝5鹿 55 北村 友一猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 420＋ 81：11．1
 56．0�
612 ウインジェルベーラ 牝3栗 52 松岡 正海�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 468± 01：11．2クビ 75．0�
714� アポロリュウセイ 牡5栗 57 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 502－ 21：11．73 70．1�
23 グランドポピー 牝6栗 55 藤岡 康太田畑 利彦氏 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 492＋ 41：12．01� 56．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，931，900円 複勝： 101，010，300円 枠連： 36，594，400円
馬連： 139，522，100円 馬単： 77，472，200円 ワイド： 96，146，600円
3連複： 202，777，400円 3連単： 298，193，300円 計： 1，020，648，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，310円 � 160円 枠 連（6－8） 3，130円

馬 連 �� 15，580円 馬 単 �� 21，250円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 270円 �� 5，770円

3 連 複 ��� 22，350円 3 連 単 ��� 118，650円

票 数

単勝票数 計 689319 的中 � 326353（1番人気）
複勝票数 計1010103 的中 � 402242（1番人気）� 9931（15番人気）� 137473（2番人気）
枠連票数 計 365944 的中 （6－8） 9053（9番人気）
馬連票数 計1395221 的中 �� 6939（31番人気）
馬単票数 計 774722 的中 �� 2734（47番人気）
ワイド票数 計 961466 的中 �� 5485（40番人気）�� 108995（1番人気）�� 3820（55番人気）
3連複票数 計2027774 的中 ��� 6803（64番人気）
3連単票数 計2981933 的中 ��� 1822（311番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．1―45．9―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 ・（2，14，12）8（1，7，15）16（5，6）（3，11，10）4（13，9） 4 ・（2，12）（1，14，8）（7，15，11，10）16（5，6）（13，9）（3，4）

勝馬の
紹 介

ディバインコード �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2016．7．17 福島2着

2014．2．28生 牡4鹿 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 16戦4勝 賞金 116，367，000円
〔制裁〕 アポロリュウセイ号の騎手木幡巧也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・8番）
※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。
（非抽選馬） 5頭 アリンナ号・イアペトス号・シルヴァーコード号・プッシュアゲン号・ラッシュアウト号

３レース目



（30函館1）第6日 7月1日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

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
2，590，000円
15，590，000円
1，280，000円
22，880，000円
59，794，000円
3，796，000円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
419，678，100円
570，070，400円
153，719，800円
767，829，700円
400，879，600円
495，216，000円
1，047，779，100円
1，635，930，500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 5，491，103，200円

総入場人員 4，894名 （有料入場人員 2，897名）



平成30年度 第1回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 921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
20，600，000円
87，980，000円
8，270，000円
127，990，000円
377，961，500円
24，218，000円
8，841，600円

勝馬投票券売得金
2，270，638，100円
3，275，074，400円
1，051，162，500円
4，532，159，300円
2，248，452，300円
2，911，284，700円
6，512，733，300円
9，577，011，900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 32，378，516，500円

総入場延人員 46，617名 （有料入場延人員 25，928名）
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