
20049 7月21日 曇 良 （30函館2）第5日 第1競走 ��1，800�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
1：49．7
1：45．6

良
良

55 ニシノデイジー 牡2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 476－ 21：49．7 1．5�
811 ト ゥ ア レ グ 牡2鹿 54 丸山 元気諸江 幸祐氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 428－ 61：49．91� 18．2�
22 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 432－ 61：50．22 6．9�
67 ブラックウォーリア 牡2鹿 54 岩田 康誠佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 482－ 41：50．3� 59．8�
68 ストロングジェット 牡2鹿 54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 396－ 61：50．51� 112．9	
79 バトルアグレッシブ 牡2黒鹿54 蛯名 正義宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 476＋ 61：50．6� 8．9

33 タイセイアヴァンセ 牝2黒鹿54 松岡 正海田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 412－ 81：51．23� 133．6�
44 メイショウトーチ 牡2栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 498－ 81：51．52 20．8�
812 ペイシャラトゥール 牡2鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 恵比寿牧場 490＋ 21：51．92� 175．6
56 イ ヴ ォ ー ク 牡2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 41：52．53� 5．6�
710 ラバストーン 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 466＋ 21：52．6クビ 101．6�
11 プリズムアーク 牡2鹿 54

52 △横山 武史泉 俊二氏 水野 貴広 日高 木村牧場 500＋ 41：55．1大差 164．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，146，200円 複勝： 90，937，300円 枠連： 7，080，500円
馬連： 31，581，300円 馬単： 20，892，900円 ワイド： 25，033，600円
3連複： 50，079，700円 3連単： 81，555，700円 計： 330，307，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 140円 枠 連（5－8） 740円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 300円 �� 210円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 5，050円

票 数

単勝票数 計 231462 的中 � 115815（1番人気）
複勝票数 計 909373 的中 � 710790（1番人気）� 25960（5番人気）� 51441（2番人気）
枠連票数 計 70805 的中 （5－8） 7323（4番人気）
馬連票数 計 315813 的中 �� 27707（4番人気）
馬単票数 計 208929 的中 �� 13745（4番人気）
ワイド票数 計 250336 的中 �� 21435（4番人気）�� 35340（1番人気）�� 7353（10番人気）
3連複票数 計 500797 的中 ��� 27939（5番人気）
3連単票数 計 815557 的中 ��� 11692（11番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．6―12．5―11．9―12．0―12．1―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．9―49．4―1：01．3―1：13．3―1：25．4―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノデイジー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．8 函館2着

2016．4．18生 牡2鹿 母 ニシノヒナギク 母母 ニシノミライ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリズムアーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月21日まで平地競

走に出走できない。

20050 7月21日 曇 良 （30函館2）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
1：40．9

不良
重

22 エトワールドパリ 牝3芦 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 474－ 81：47．2 2．0�
812 ペイシャスター 牝3黒鹿54 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 飯岡牧場 470± 01：47．62� 4．7�
57 アルマアノン 牝3青鹿54 中井 裕二コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 448－ 21：48．45 15．9�
11 ピンクダイキリ 牝3鹿 54 松岡 正海髙橋 大氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 446＋ 41：48．82� 84．4�
711 キクノグロウ 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 416± 01：49．11� 13．4�
44 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 442＋ 21：49．31� 34．4	
56 サンレイファミリー 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 408± 0 〃 クビ 215．3

68 トゥンバドーラ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：49．51 4．5�
69 レッドミスティ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 388－141：51．7大差 50．8
45 シ ュ ヌ ー ク 牝3青鹿54 長岡 禎仁 �様似共栄牧場 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 436＋181：52．87 266．9�
33 ラブリースマッシュ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 荒谷 輝和 444＋ 41：52．9� 10．1�
710 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 498－ 21：53．64 36．8�

（12頭）
813 パ ー キ ー 牝3鹿 54 三浦 皇成ニッシンレーシング 矢野 英一 浦河 杵臼牧場 432± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，086，000円 複勝： 34，225，400円 枠連： 6，349，400円
馬連： 30，251，500円 馬単： 18，222，500円 ワイド： 22，661，600円
3連複： 42，246，500円 3連単： 65，029，600円 計： 238，072，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 210円 枠 連（2－8） 430円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 340円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，860円

票 数

単勝票数 差引計 190860（返還計 1618） 的中 � 74399（1番人気）
複勝票数 差引計 342254（返還計 2596） 的中 � 155112（1番人気）� 52618（2番人気）� 21686（5番人気）
枠連票数 差引計 63494（返還計 244） 的中 （2－8） 11218（1番人気）
馬連票数 差引計 302515（返還計 6881） 的中 �� 57835（1番人気）
馬単票数 差引計 182225（返還計 3923） 的中 �� 19835（1番人気）
ワイド票数 差引計 226616（返還計 6699） 的中 �� 32543（1番人気）�� 16101（4番人気）�� 8365（8番人気）
3連複票数 差引計 422465（返還計 22652） 的中 ��� 30607（3番人気）
3連単票数 差引計 650296（返還計 26433） 的中 ��� 12185（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．8―42．5―55．3―1：08．0―1：20．9―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エトワールドパリ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．5 京都7着

2015．2．21生 牝3芦 母 マドモアゼルドパリ 母母 ア ド マ イ ス 12戦1勝 賞金 15，600，000円
〔競走除外〕 パーキー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュヌーク号・ラブリースマッシュ号・ベストミライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成30年8月21日まで平地競走に出走できない。

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２回 函館競馬 第５日



20051 7月21日 曇 良 （30函館2）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

811 ヒロノオリオン 牝3鹿 54 岩田 康誠サンエイ開発� 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 476－10 59．5 11．0�
11 コパノマーボー 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 有限会社石川牧場 480－ 2 59．71� 1．3�
710 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 462＋ 4 59．91� 26．7�
55 ヴェルヴェット 牝3鹿 54 蛯名 正義村山 正道氏 田中 清隆 新ひだか 増本牧場 436－ 41：00．11� 11．4�
812 プ ラ イ マ ル 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 460＋ 21：00．42 46．3�
67 ミヤジサクラコ 牝3鹿 54 吉田 隼人曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 446± 01：00．93 17．1	
56 カ ト レ ア 牝3黒鹿 54

52 △横山 武史石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 田湯牧場 462－ 21：01．0クビ 10．3

44 ジュンサロマ 牝3鹿 54 柴山 雄一河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 462＋ 41：01．31	 30．8�
68 モルドワイン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太�G1レーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B454＋ 21：01．4	 16．9�
79 ディオブルネッタ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 青森 佐々木牧場 462－ 21：01．61� 38．8
22 メイショウツヅラ 牝3青鹿54 藤懸 貴志松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三栄牧場 432－ 4 〃 ハナ 193．7�
33 グランカナーレ 牡3栗 56

54 △菊沢 一樹浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 上井農場 444－ 61：02．13 211．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，228，600円 複勝： 90，422，200円 枠連： 10，062，500円
馬連： 28，632，400円 馬単： 23，114，200円 ワイド： 24，590，000円
3連複： 39，886，100円 3連単： 78，978，300円 計： 321，914，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 280円 � 110円 � 390円 枠 連（1－8） 640円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，470円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 29，490円

票 数

単勝票数 計 262286 的中 � 18939（3番人気）
複勝票数 計 904222 的中 � 23762（6番人気）� 685927（1番人気）� 15292（7番人気）
枠連票数 計 100625 的中 （1－8） 12041（3番人気）
馬連票数 計 286324 的中 �� 25535（4番人気）
馬単票数 計 231142 的中 �� 6346（10番人気）
ワイド票数 計 245900 的中 �� 17893（4番人気）�� 4008（16番人気）�� 6997（9番人気）
3連複票数 計 398861 的中 ��� 6433（17番人気）
3連単票数 計 789783 的中 ��� 1941（96番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．6―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．4―35．0―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒロノオリオン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．1．27 京都2着

2015．4．18生 牝3鹿 母 ヒカルマイハート 母母 ヒカルバリオス 6戦1勝 賞金 7，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テイエムブルグッコ号・ミスベル号
（非抽選馬） 3頭 シゲルトウガラシ号・ビッグディール号・ラクシュミー号

20052 7月21日 晴 良 （30函館2）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
1：40．9

不良
重

610 フィールドドウサン 牡3黒鹿56 岩田 康誠地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 530＋ 41：47．3 2．9�
33 エ ナ グ リ ン 牡3栗 56 北村 友一宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 アタマ 13．4�
22 サミットプッシュ 牡3青鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 456－ 21：47．51 3．8�
711 タフチョイス 牡3鹿 56 中井 裕二ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－121：47．92� 12．0�
814 デンコウスティール 牡3鹿 56 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 444－ 21：48．0� 110．3�
45 ブ ケ パ ロ ス 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太小田 吉男氏 中竹 和也 新ひだか 山際セントラルスタッド 448± 01：48．53 53．7	
11 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 458± 0 〃 クビ 107．0�

34 キングズテソーロ 牡3栗 56 川須 栄彦了德寺健二ホール
ディングス
 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 464－ 21：48．6クビ 55．3�

69 トモジャオール 牝3黒鹿 54
52 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 山際牧場 466＋ 21：49．45 132．4

46 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 434＋ 61：50．78 2．6�
712 トーホウキャサリン 牝3黒鹿54 松岡 正海東豊物産
 古賀 史生 浦河 富菜牧場 442＋ 41：51．02 212．0�
58 ラベンダーパープル 牡3黒鹿56 藤岡 康太青芝商事
 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 438－ 41：51．74 26．2�
813 ハローダーリン 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 山口 忠彦 476＋121：52．23 193．5�
57 マンノジャパン 牝3栗 54 藤懸 貴志萬野 順啓氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 450－ 41：53．47 362．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，906，300円 複勝： 28，369，700円 枠連： 6，786，100円
馬連： 31，998，400円 馬単： 17，654，700円 ワイド： 23，658，700円
3連複： 45，944，600円 3連単： 63，436，000円 計： 241，754，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 200円 � 140円 枠 連（3－6） 1，480円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 500円 �� 240円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 9，070円

票 数

単勝票数 計 239063 的中 � 63904（2番人気）
複勝票数 計 283697 的中 � 55321（3番人気）� 29938（4番人気）� 60178（2番人気）
枠連票数 計 67861 的中 （3－6） 3539（6番人気）
馬連票数 計 319984 的中 �� 13352（6番人気）
馬単票数 計 176547 的中 �� 5221（7番人気）
ワイド票数 計 236587 的中 �� 11073（6番人気）�� 28578（3番人気）�� 12214（5番人気）
3連複票数 計 459446 的中 ��� 20169（4番人気）
3連単票数 計 634360 的中 ��� 5067（21番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．8―42．7―55．8―1：08．3―1：21．2―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
9，12，11，7（8，10）3（4，6）5，13（1，2）14・（11，14）（9，10）－（12，4）（8，6）（3，2）（7，5，1）＝13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フィールドドウサン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2017．10．29 京都6着

2015．3．27生 牡3黒鹿 母 エアイゾルテ 母母 ニフテイアンドニート 6戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マンノジャパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月21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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイセイレーベン号



20053 7月21日 晴 良 （30函館2）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12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
1：45．7
1：43．9

良
良

57 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 462－ 61：48．2 2．3�
814 トーセンフレール 牝3鹿 54 岩田 康誠島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 420－ 21：48．41� 4．9�
45 ペイシャゲイン 牝3黒鹿54 古川 吉洋北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 482－ 41：48．61� 32．6�
11 ブライトロージー 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹吉田 千津氏 林 徹 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 クビ 7．9�
711 ダノンテアトロ 牡3鹿 56 池添 謙一�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 458－ 21：48．81� 14．5	
69 メ バ エ 牝3鹿 54 藤岡 佑介ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 420－ 81：48．9� 6．5

712 フラッシュスタイル 牡3黒鹿56 柴山 雄一嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 494± 01：49．11� 30．2�
22 ペイシャレイナ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 442± 0 〃 クビ 11．0�
33 エスケートーラス 牡3鹿 56 四位 洋文菅藤 宗一氏 木原 一良 青森 伊藤牧場 450± 01：49．63 20．2
46 ハ イ タ イ ド 牡3鹿 56 蛯名 正義 �カナヤマホール

ディングス 栗田 徹 日高 高柳 隆男 460－ 21：49．92 52．2�
34 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 460± 01：50．21� 105．9�
58 ニシノフリヒメ 牝3栗 54 横山 和生西山 茂行氏 的場 均 浦河 谷川牧場 418＋ 41：50．73 38．1�
610 クリノエリザベッタ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 494－ 41：51．33� 204．0�
813 リンデンブリューテ 牝3栗 54 小崎 綾也 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 466 ―1：52．25 127．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，553，000円 複勝： 30，595，900円 枠連： 8，270，400円
馬連： 36，356，600円 馬単： 19，595，600円 ワイド： 30，108，500円
3連複： 52，315，500円 3連単： 67，330，100円 計： 266，125，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 170円 � 650円 枠 連（5－8） 550円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，270円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 23，670円

票 数

単勝票数 計 215530 的中 � 74257（1番人気）
複勝票数 計 305959 的中 � 78819（1番人気）� 47427（2番人気）� 8000（10番人気）
枠連票数 計 82704 的中 （5－8） 11646（1番人気）
馬連票数 計 363566 的中 �� 38659（2番人気）
馬単票数 計 195956 的中 �� 11786（2番人気）
ワイド票数 計 301085 的中 �� 30792（1番人気）�� 5640（14番人気）�� 3774（25番人気）
3連複票数 計 523155 的中 ��� 5398（23番人気）
3連単票数 計 673301 的中 ��� 2062（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．0―48．3―1：00．3―1：12．4―1：24．4―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤクィーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．26 京都4着

2015．1．27生 牝3鹿 母 サンウィルシャイン 母母 ドリームビジヨン 5戦1勝 賞金 8，850，000円

20054 7月21日 晴 良 （30函館2）第5日 第6競走 ��
��1，200�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
1：06．8
1：06．5

良
良

24 ベルダニューブ 牝3栗 54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 450－ 41：09．3 9．1�
11 オメガプランタン 牡3鹿 56 C．ルメール 原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 クビ 1．8�
12 メイショウイライザ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 428－ 81：09．4� 13．0�
714 ファルコンレイナ 牝3鹿 54

52 △横山 武史ライオンレースホース� 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 404＋ 21：09．5� 135．5�
713 ホウオウサンドラ 牝3栗 54 藤岡 佑介小笹 芳央氏 宮 徹 日高 森永牧場 466＋ 8 〃 クビ 24．3�
35 マ リ ー ツ ァ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 458＋ 4 〃 ハナ 33．7	
23 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 430－ 2 〃 アタマ 4．7

48 ケイココサージュ 牝3芦 54 三浦 皇成 �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 446＋ 41：09．6� 18．6�
36 スキップガール 牝3鹿 54 荻野 琢真�富田牧場 寺島 良 浦河 富田牧場 464＋ 4 〃 クビ 25．1
612 チムニースイーパー 牡3芦 56 国分 恭介吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 406－ 21：09．7� 47．2�
59 ヤマニンルリエ 牝3鹿 54 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 448－101：09．8クビ 57．7�
510 ナンヨーセゾニエ 牝3鹿 54 岩田 康誠中村 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 440＋121：10．01	 12．6�
815 チャノカオリ 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹山本 茂氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 忠幸 418－ 41：10．1� 74．1�
47 ラッキーユー 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 458＋15 〃 クビ 170．8�
611 キュプリーヌス 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 408－ 61：10．95 324．4�
816 センターフィールド 牝3青鹿54 古川 吉洋中野 秀樹氏 武 英智 新ひだか 坂本 智広 460－ 21：11．43 204．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，156，300円 複勝： 47，572，400円 枠連： 8，826，100円
馬連： 34，393，200円 馬単： 21，463，000円 ワイド： 29，711，200円
3連複： 50，874，700円 3連単： 76，614，400円 計： 292，611，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 220円 � 110円 � 260円 枠 連（1－2） 250円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，530円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 22，030円

票 数

単勝票数 計 231563 的中 � 20245（3番人気）
複勝票数 計 475724 的中 � 32468（4番人気）� 242042（1番人気）� 25364（5番人気）
枠連票数 計 88261 的中 （1－2） 26595（1番人気）
馬連票数 計 343932 的中 �� 24818（3番人気）
馬単票数 計 214630 的中 �� 5339（8番人気）
ワイド票数 計 297112 的中 �� 16778（4番人気）�� 4583（15番人気）�� 17087（3番人気）
3連複票数 計 508747 的中 ��� 10587（10番人気）
3連単票数 計 766144 的中 ��� 2521（57番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルダニューブ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．4．14 福島6着

2015．1．26生 牝3栗 母 ワイドロータス 母母 ボートルサンテ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 メイショウイライザ号の騎手西村淳也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・16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。
（非抽選馬） 2頭 ヒロノエイタツ号・ミヤビチーター号



20055 7月21日 晴 良 （30函館2）第5日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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

11 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 418－102：02．6 4．7�

45 レ ロ ー ヴ 牝4鹿 55 岩田 康誠今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 496－ 42：02．81� 3．6�
56 アドマイヤアルパマ 牝4鹿 55 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 426＋ 22：02．9� 3．0�
710 アントルシャ 牝3鹿 52 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 426－122：03．11� 36．9�
33 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 420－ 42：03．2クビ 23．3�
57 ウインプライマリー 牝3鹿 52 菱田 裕二	ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 42：03．3� 8．9

812 ゴージャスガール 牝6黒鹿55 藤岡 康太飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 456± 0 〃 クビ 11．5�
68 ラ レ ゾ ン 牝4黒鹿55 小崎 綾也 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 62：03．4クビ 11．0�
69 ビレッジソング 牝7鹿 55

53 △菊沢 一樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 438－ 2 〃 ハナ 42．5
44 � ピジョンレッド 牝4鹿 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ	 田村 康仁 浦河 小島牧場 422＋24 〃 クビ 169．9�
22 ミッキーディナシー 牝5黒鹿 55

52 ▲西村 淳也野田みづき氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 444± 02：03．5クビ 130．0�
711� トモジャプリマ 牝4黒鹿 55

53 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 450± 0 〃 ハナ 206．0�
813 ブラックイメル 牝3黒鹿52 古川 吉洋杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 466－ 22：03．82 28．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，675，000円 複勝： 30，440，100円 枠連： 8，547，800円
馬連： 33，412，200円 馬単： 16，258，100円 ワイド： 25，300，400円
3連複： 46，324，900円 3連単： 60，522，800円 計： 239，481，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 130円 � 120円 枠 連（1－4） 880円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 330円 �� 360円 �� 250円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 4，640円

票 数

単勝票数 計 186750 的中 � 31461（3番人気）
複勝票数 計 304401 的中 � 42840（3番人気）� 62436（2番人気）� 70578（1番人気）
枠連票数 計 85478 的中 （1－4） 7445（4番人気）
馬連票数 計 334122 的中 �� 38125（2番人気）
馬単票数 計 162581 的中 �� 7988（4番人気）
ワイド票数 計 253004 的中 �� 19324（2番人気）�� 16793（3番人気）�� 27884（1番人気）
3連複票数 計 463249 的中 ��� 42785（1番人気）
3連単票数 計 605228 的中 ��� 9450（4番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．5―13．1―13．2―12．8―12．7―11．7―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―36．1―49．2―1：02．4―1：15．2―1：27．9―1：39．6―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．7
1
3
1－4（5，10）（6，13）（3，8，11）－9，7－（2，12）・（1，4）（10，13）（5，6，7）（3，8，11）12（9，2）

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

勝馬の
紹 介

ラ テ ュ ロ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Touch Gold デビュー 2017．6．18 阪神2着

2015．1．17生 牝3鹿 母 スウィートハース 母母 Sweet Gold 8戦2勝 賞金 23，426，000円
〔発走状況〕 レローヴ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 レローヴ号は，発走調教再審査。

20056 7月21日 晴 良 （30函館2）第5日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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

811 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 518－10 58．6 1．8�

710 デルマオフクロサン 牝4黒鹿55 松岡 正海浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム B448＋ 4 59．13 29．2�
33 ニシノオリーブ 牝3青 52 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 448－ 4 59．42 6．5�
68 � ラ フ ァ ー ガ 牝6青鹿55 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 486± 0 59．61� 68．2�
11 タイキラメール 牡5栗 57 丸山 元気�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 476＋14 59．7� 33．3	
812 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 514－ 2 59．91	 11．5

55 カンタベリーマイン 
5鹿 57 古川 吉洋峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 458＋ 21：00．0クビ 150．1�
22 リュウドカズマ 牡3鹿 54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 462＋ 61：00．21� 39．8�
56 メイショウハバネラ 牝4栗 55

53 △横山 武史松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 452－ 4 〃 ハナ 10．7
67 ブランオラージュ 牡4芦 57 岩田 康誠ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 440± 01：00．41� 4．1�
79 ヴ ォ ル タ 
4芦 57 長岡 禎仁 �アフロin El Paso 奥村 武 浦河 高村牧場 476＋ 61：00．61	 155．4�
44 ハートイズハート 牡5栗 57 四位 洋文北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 458－ 21：01．02	 135．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，941，600円 複勝： 76，761，600円 枠連： 8，805，300円
馬連： 34，026，100円 馬単： 22，873，000円 ワイド： 25，267，200円
3連複： 47，309，700円 3連単： 86，348，600円 計： 324，333，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 460円 � 190円 枠 連（7－8） 1，500円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 800円 �� 330円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 15，130円

票 数

単勝票数 計 229416 的中 � 100922（1番人気）
複勝票数 計 767616 的中 � 543461（1番人気）� 11792（7番人気）� 40222（3番人気）
枠連票数 計 88053 的中 （7－8） 4546（7番人気）
馬連票数 計 340261 的中 �� 12764（7番人気）
馬単票数 計 228730 的中 �� 5817（11番人気）
ワイド票数 計 252672 的中 �� 7770（10番人気）�� 22339（3番人気）�� 4147（16番人気）
3連複票数 計 473097 的中 ��� 9841（12番人気）
3連単票数 計 863486 的中 ��� 4135（51番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．6―35．1―46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 11，10（3，8）（1，5）2（7，12）6－（9，4） 4 ・（11，10）－8（3，1）5，2（7，12）－6－（9，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リ ガ ス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．8．28 札幌2着

2014．4．30生 牡4芦 母 レジュイール 母母 レジナサンドラ 19戦3勝 賞金 44，350，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ヴォルタ号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヘルディン号・レノカズマ号



20057 7月21日 晴 良 （30函館2）第5日 第9競走 ��
��1，200�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
1：06．8
1：06．5

良
良

59 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－ 21：09．0 15．4�
510 グリニッチヴィレジ 牝5黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 6 〃 クビ 51．1�
816 リンシャンカイホウ 牡3鹿 54 池添 謙一�KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 430－ 21：09．1クビ 16．2�
815 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 460＋ 2 〃 クビ 12．8�
612 インシュラー �4鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：09．2クビ 9．5	
714 ケ ル ベ ロ ス 牡5黒鹿57 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 444－ 61：09．3	 8．2

48 
 マイネルアムニス 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 494－ 4 〃 ハナ 6．1�

35 ポルボローネ 牝6栗 55
53 △菊沢 一樹小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 444＋ 61：09．4クビ 42．0�

12 インジャスティス �5鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B520－ 2 〃 クビ 2．9
36 ダンツクレイオー 牝3鹿 52 蛯名 正義山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 484＋ 61：09．61� 8．9�
611 ペイシャマリヤ 牝5栗 55 黛 弘人北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 474－ 81：09．81� 71．8�
47 
 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 462－ 2 〃 ハナ 7．8�
713 ビービーバーレスク 牝4鹿 55 藤岡 康太�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 502＋ 61：09．9	 156．1�
24 
� カムホームラッシー 牝5黒鹿55 柴山 雄一岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 John

O’Connor 464＋ 61：10．32 243．0�
23 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 404－121：10．51� 114．8�
11 サンドベージュ 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 468＋ 61：10．82 224．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，892，200円 複勝： 43，862，200円 枠連： 13，583，100円
馬連： 48，649，900円 馬単： 21，781，000円 ワイド： 36，275，000円
3連複： 72，845，400円 3連単： 86，683，500円 計： 352，572，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 510円 � 1，300円 � 540円 枠 連（5－5） 33，740円

馬 連 �� 36，890円 馬 単 �� 61，180円

ワ イ ド �� 8，860円 �� 2，980円 �� 8，100円

3 連 複 ��� 113，340円 3 連 単 ��� 885，140円

票 数

単勝票数 計 288922 的中 � 14987（8番人気）
複勝票数 計 438622 的中 � 23689（8番人気）� 8367（11番人気）� 22096（9番人気）
枠連票数 計 135831 的中 （5－5） 312（34番人気）
馬連票数 計 486499 的中 �� 1022（67番人気）
馬単票数 計 217810 的中 �� 267（122番人気）
ワイド票数 計 362750 的中 �� 1051（64番人気）�� 3172（39番人気）�� 1150（61番人気）
3連複票数 計 728454 的中 ��� 482（234番人気）
3連単票数 計 866835 的中 ��� 71（1467番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．1―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーラルリーフ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．24 函館5着

2015．3．31生 牝3栗 母 フ ィ ー ユ 母母 ファレノプシス 10戦2勝 賞金 18，300，000円
〔発走状況〕 サンドベージュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サンドベージュ号は，発走調教再審査。
※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 ブラウンローズ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルタイガー号

20058 7月21日 晴 良 （30函館2）第5日 第10競走 ��
��2，600�

よ こ つ だ け

横 津 岳 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

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 466－ 42：41．6 6．6�
79 ジャディード 牡3黒鹿54 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 446－ 22：42．02� 20．2�
812 ディバインブリーズ 牡3黒鹿54 岩田 康誠杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 482－ 4 〃 クビ 3．3�
55 バイオスパーク 牡3黒鹿54 藤岡 佑介宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 472＋ 62：42．1クビ 4．7�
67 コマノジャスパ 牡3黒鹿54 加藤 祥太長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 438＋ 82：42．31	 4．2�
33 ピッツィカート 
5鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：42．51	 8．3	
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 472－ 62：42．82 55．3

68 � 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 B448－ 22：42．9� 173．5�
56 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 474－ 2 〃 クビ 42．2
710 ア ル カ サ ル 
5青鹿57 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 516± 02：43．75 8．2�
811 ビービーアヴィド 牡4黒鹿57 竹之下智昭坂東 勝彦氏 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484± 02：43．8� 133．4�
11 エイダイコンドル 牡4芦 57 井上 敏樹�東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 444＋18 （競走中止） 181．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，818，900円 複勝： 45，351，200円 枠連： 11，247，700円
馬連： 58，653，500円 馬単： 30，175，700円 ワイド： 38，633，300円
3連複： 78，499，000円 3連単： 114，398，100円 計： 411，777，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 440円 � 140円 枠 連（2－7） 1，710円

馬 連 �� 6，800円 馬 単 �� 10，790円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 460円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 45，070円

票 数

単勝票数 計 348189 的中 � 41744（4番人気）
複勝票数 計 453512 的中 � 59047（4番人気）� 19639（7番人気）� 108677（1番人気）
枠連票数 計 112477 的中 （2－7） 5077（9番人気）
馬連票数 計 586535 的中 �� 6678（20番人気）
馬単票数 計 301757 的中 �� 2096（38番人気）
ワイド票数 計 386333 的中 �� 4896（21番人気）�� 23277（4番人気）�� 8333（17番人気）
3連複票数 計 784990 的中 ��� 9478（24番人気）
3連単票数 計1143981 的中 ��� 1840（171番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―12．7―12．7―13．0―13．1―12．7―12．7―12．3―12．1―11．6―11．5―11．9

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―25．3―38．0―50．7―1：03．7―1：16．8―1：29．5―1：42．2―1：54．5―2：06．6―2：18．2―2：29．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．1―3F35．0
1
�

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

・（12，2）4（6，9）－（5，10）－（8，7）－（3，11）1・（12，2）（6，9）（5，4，7）（8，10）3－11
勝馬の
紹 介

シャイニーゲール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．23 阪神1着

2014．2．14生 牡4鹿 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 13戦2勝 賞金 31，922，000円
〔競走中止〕 エイダイコンドル号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。



20059 7月21日 曇 良 （30函館2）第5日 第11競走 ��
��1，200�函館日刊スポーツ杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

北海道日刊スポーツ新聞社賞（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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

510 ダノンスマッシュ 牡3鹿 54 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 470± 01：08．4 4．8�
24 アマルフィコースト 牝3黒鹿52 吉田 隼人 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 456－ 41：08．61� 6．4�
59 クリーンファンキー 牝5栗 55 三浦 皇成石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 498＋ 41：08．7クビ 28．9�
36 ナンヨーアミーコ 牡5栗 57 岩田 康誠中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 クビ 8．4�
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± 0 〃 アタマ 3．1	
12 タイセイスターリー 牡4鹿 57 松岡 正海田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B526＋ 21：08．91	 13．2

611 アルマエルナト 
7栗 57 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＋ 21：09．0� 36．1�
47 ラズールリッキー 牝5黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 454± 0 〃 ハナ 91．3�
23 メイソンジュニア 牡4鹿 57 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 490－ 61：09．1� 152．9
11 オデュッセウス 
5鹿 57 勝浦 正樹ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：09．2� 165．7�
714� モズスーパーフレア 牝3栗 52 丸山 元気 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 472－ 21：09．41	 4．4�
713 ココファンタジア 牝5黒鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 45．7�
35 ヤマカツグレース 牝4栗 55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 458－ 41：09．5クビ 48．0�
48 イ ア ペ ト ス 牡6鹿 57 井上 敏樹�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 494± 01：09．71� 478．3�
612 スズカアーサー 牡9鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 506± 01：10．02 427．5�
816 コパノチャンス 牡5栗 57 古川 吉洋小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 B494－ 81：10．31� 44．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，481，000円 複勝： 110，394，200円 枠連： 35，855，100円
馬連： 206，352，900円 馬単： 82，301，900円 ワイド： 118，456，000円
3連複： 324，652，200円 3連単： 414，308，900円 計： 1，361，802，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 220円 � 220円 � 630円 枠 連（2－5） 1，580円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，160円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 15，600円 3 連 単 ��� 55，700円

票 数

単勝票数 計 694810 的中 � 114429（3番人気）
複勝票数 計1103942 的中 � 140580（4番人気）� 143394（3番人気）� 37374（8番人気）
枠連票数 計 358551 的中 （2－5） 17501（8番人気）
馬連票数 計2063529 的中 �� 81317（8番人気）
馬単票数 計 823019 的中 �� 17967（13番人気）
ワイド票数 計1184560 的中 �� 42493（8番人気）�� 13773（21番人気）�� 12799（22番人気）
3連複票数 計3246522 的中 ��� 15602（43番人気）
3連単票数 計4143089 的中 ��� 5392（170番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．4―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―45．7―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンスマッシュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．9．2 新潟2着

2015．3．6生 牡3鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 8戦3勝 賞金 53，318，000円
※イアペトス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20060 7月21日 曇 良 （30函館2）第5日 第12競走 ��
��1，700�

こ ま ば

駒 場 特 別
発走16時05分 （ダート・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 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

33 ツクバクロオー 牡3青鹿54 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 450± 01：44．8 7．4�
46 スペリオルシチー 牡4鹿 57 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B472＋ 41：45．65 5．3�
45 サトノプライム 牡4鹿 57 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492－ 6 〃 クビ 1．9�
11 エンクエントロス 牡6鹿 57 木幡 初也山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B500＋ 21：45．92 18．6�
711 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 516＋ 61：46．32� 4．1	
813 テイエムテツジン 牡6栗 57 菱田 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 バンブー牧場 454＋ 41：46．4クビ 47．0

814 メイショウイッポン 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 490－ 41：46．5	 24．5�
69 マイネルボルソー 牡7鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 竹中牧場 478－ 21：46．81	 101．6�
34 エイシンミノアカ 牝5黒鹿55 柴山 雄一�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 446＋ 61：47．12 134．7
58 
 サハラファイター 牡5鹿 57 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 522＋ 2 〃 ハナ 43．5�
610 メイショウホウトウ 牡7青鹿57 加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 496－ 41：47．3	 144．5�
57 ウォーターバオバブ 牡5栗 57 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 496－ 21：47．51� 302．3�
712 タガノモーサン 牡5鹿 57 松岡 正海八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 500－ 41：47．71� 134．1�
22 エリモグレイス 牡5鹿 57 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム B488－ 41：47．8クビ 317．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，032，800円 複勝： 69，189，200円 枠連： 21，784，000円
馬連： 88，865，600円 馬単： 45，608，700円 ワイド： 58，632，500円
3連複： 125，074，600円 3連単： 187，424，700円 計： 646，612，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 160円 � 160円 � 110円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 520円 �� 340円 �� 250円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 9，040円

票 数

単勝票数 計 500328 的中 � 54003（4番人気）
複勝票数 計 691892 的中 � 78519（3番人気）� 76310（4番人気）� 294957（1番人気）
枠連票数 計 217840 的中 （3－4） 26958（3番人気）
馬連票数 計 888656 的中 �� 36412（7番人気）
馬単票数 計 456087 的中 �� 8847（14番人気）
ワイド票数 計 586325 的中 �� 26314（7番人気）�� 42998（3番人気）�� 65041（2番人気）
3連複票数 計1250746 的中 ��� 96779（2番人気）
3連単票数 計1874247 的中 ��� 15018（28番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．5―30．9―43．4―55．9―1：08．3―1：20．4―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツクバクロオー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2017．7．1 函館2着

2015．4．14生 牡3青鹿 母 ミヤギバスター 母母 マザーシプトン 8戦3勝 賞金 34，808，000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 ストロベリーキング号



（30函館2）第5日 7月21日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

183，220，000円
3，890，000円
14，160，000円
1，310，000円
20，220，000円
64，998，000円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
361，917，900円
698，121，400円
147，198，000円
663，173，600円
339，941，300円
458，328，000円
976，052，900円
1，382，630，700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 5，027，363，800円

総入場人員 4，792名 （有料入場人員 4，152名）
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