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17037 6月23日 曇 重 （1函館1） 第4日 第1競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走9時50分 （芝・右）
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

47 メイクアンシー 牡3青鹿56 横山 和生チームユッキレーシング 高市 圭二 日高 広富牧場 448＋ 41：10．3 6．4�
48 � ブライトンテソーロ 牡3黒鹿56 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 英 Merry Fox
Stud Limited 470－ 61：10．51� 10．7�

24 ツクバハナコ 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太荻原 昭二氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 436＋18 〃 ハナ 18．5�

35 フレンチチェリー 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 444－ 8 〃 クビ 21．8�
815 カフェドラペ 牝3青鹿54 木幡 初也吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 442± 01：10．6	 17．9�
816 ウインバラーディア 牡3鹿 56 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 456－ 5 〃 ハナ 19．1	
36 マルカノーベル 
3黒鹿56 藤岡 康太日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484＋ 6 〃 クビ 9．5

23 スキンズマッチ 牡3鹿 56 国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 新冠 スカイビーチステーブル 440－ 41：10．81� 68．7�
59 � マ ノ ラ ム 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史岡田 牧雄氏 池上 昌和 米
Tooth and Kent, Inc,
Elise Handler & Mat-
thew Schering

396－ 61：10．9クビ 27．6�
611 ストレイトスタイル 牝3黒鹿54 荻野 琢真廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 410＋10 〃 クビ 128．0
714 キャビテーション 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅吉田 千津氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 450＋ 81：11．11� 74．4�
713 ヘアピンローズ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心中西 純穂氏 久保田貴士 新冠 松浦牧場 462＋161：11．2クビ 28．0�
510 エスプランデル 
3鹿 56

53 ▲大塚 海渡 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B480－221：11．52 5．9�
612 セレーネワルツ 牝3栗 54 城戸 義政 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか タイヘイ牧場 420＋ 31：11．6クビ 144．6�
11 ブールバール 牝3鹿 54

52 △西村 淳也寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：11．7� 2．5�
12 サユルリトリンカ 牝3青鹿 54

51 ▲菅原 明良村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 432＋ 21：12．33� 132．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，575，800円 複勝： 33，968，100円 枠連： 13，324，400円
馬連： 42，357，900円 馬単： 21，013，400円 ワイド： 34，549，300円
3連複： 67，326，500円 3連単： 73，469，800円 計： 306，585，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 330円 � 480円 枠 連（4－4） 4，040円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 5，770円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 2，060円 �� 3，460円

3 連 複 ��� 25，540円 3 連 単 ��� 105，470円

票 数

単勝票数 計 205758 的中 � 25611（3番人気）
複勝票数 計 339681 的中 � 55874（2番人気）� 24999（4番人気）� 15966（7番人気）
枠連票数 計 133244 的中 （4－4） 2554（15番人気）
馬連票数 計 423579 的中 �� 10560（12番人気）
馬単票数 計 210134 的中 �� 2727（19番人気）
ワイド票数 計 345493 的中 �� 8432（9番人気）�� 4291（22番人気）�� 2520（37番人気）
3連複票数 計 673265 的中 ��� 1977（79番人気）
3連単票数 計 734698 的中 ��� 505（303番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―11．9―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―45．4―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．8
3 9（1，10）（8，13）6（12，7）2（4，15）11，14（5，16）3 4 ・（9，1）10，8（13，6）（12，7）（2，4，15）（11，3）（5，16）14

勝馬の
紹 介

メイクアンシー �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2018．6．30 函館2着

2016．1．30生 牡3青鹿 母 キャンティユッキ 母母 サ ル ー ル 5戦1勝 賞金 10，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 サユルリトリンカ号・マノラム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウインカーマイン号・ショウナンバニラ号・シードラゴン号・チルノ号・レッドルーナ号

17038 6月23日 曇 重 （1函館1） 第4日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時15分 （ダート・右）

牝；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 トゥービーシック 牝3黒鹿54 横山 和生西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 434－ 21：47．6 7．1�
813 ジューンハルジオン 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 442＋ 61：47．81� 9．8�
712 ノーブルテラ 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 486＋141：48．54 52．7�
57 ビ ケ ッ ト 牝3鹿 54 荻野 極小林竜太郎氏 高柳 大輔 新冠 須崎牧場 432＋141：49．03 16．6�
814 ミルメルシー 牝3鹿 54 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 460－ 2 〃 ハナ 3．9�
58 トーセンコハク 牝3栗 54 木幡 初也島川 	哉氏 杉浦 宏昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 2 〃 アタマ 2．7

45 エルデリュミエール 牝3栗 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム B472＋ 81：49．85 84．4�
69 アポロノワキザシ 牝3栗 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 日高 天羽 禮治 B474－ 81：50．01� 36．1�
34 エ ス ト リ ル 牝3鹿 54 藤岡 康太東堂レーシング 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 494＋181：50．1� 8．7
46 ゴールドエンプレス 牝3青鹿 54

53 ☆横山 武史居城 寿与氏 中川 公成 浦河 酒井牧場 474＋141：50．2� 23．2�
711 メイショウミヤラビ 牝3鹿 54 石川裕紀人松本 和子氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 464± 01：50．73 124．0�
11 ヤマニンヒラソル 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 光夫 474＋ 81：51．76 254．2�
610 ピースアンドカーム 牝3栗 54 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 426＋ 81：51．91� 39．4�
33 フ ジ ミ 牝3鹿 54

52 △西村 淳也杉澤 光雄氏 本田 優 日高 天羽 禮治 488＋182：00．5大差 11．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，338，400円 複勝： 24，616，400円 枠連： 9，620，700円
馬連： 27，992，900円 馬単： 14，544，700円 ワイド： 23，445，400円
3連複： 39，339，500円 3連単： 47，146，800円 計： 205，044，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 200円 � 260円 � 1，050円 枠 連（2－8） 940円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 900円 �� 2，860円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 20，940円 3 連 単 ��� 90，660円

票 数

単勝票数 計 183384 的中 � 20595（3番人気）
複勝票数 計 246164 的中 � 37371（3番人気）� 25643（4番人気）� 4868（11番人気）
枠連票数 計 96207 的中 （2－8） 7907（5番人気）
馬連票数 計 279929 的中 �� 8137（11番人気）
馬単票数 計 145447 的中 �� 1922（20番人気）
ワイド票数 計 234454 的中 �� 7014（9番人気）�� 2068（33番人気）�� 2007（35番人気）
3連複票数 計 393395 的中 ��� 1409（66番人気）
3連単票数 計 471468 的中 ��� 377（274番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―12．0―12．1―12．6―13．0―13．0―13．3―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．8―41．9―54．5―1：07．5―1：20．5―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．1
1
3
14，3（8，11，12，13）9（4，7）10，5，1，2＝6・（14，13）－8（12，2）11（9，5）4－10，7－（1，3）6

2
4

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

トゥービーシック �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．11．3 東京9着

2016．4．15生 牝3黒鹿 母 ナイキトリック 母母 ナイキフェイバー 11戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 モーンストルム号

第１回 函館競馬 第４日



17039 6月23日 曇 稍重 （1函館1） 第4日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時45分 （芝・右）

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

48 コ パ カ テ ィ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 464± 01：49．9 4．1�
612 サトノダイナスティ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史 �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 460＋141：50．11� 39．7�
23 ナックゼウス 牡3栗 56 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 476－ 41：50．52� 36．4�
815 アドマイヤビーナス 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474＋12 〃 ハナ 18．9�
510 ラキエストバイオ 牝3青 54

51 ▲団野 大成バイオ� 渡辺 薫彦 平取 清水牧場 444－101：50．71� 85．2	
36 ゼ ッ ト レ オ 牡3栗 56 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 434－ 41：50．8� 2．5

611 ナリノヴェール 牝3鹿 54 勝浦 正樹成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 440－ 41：50．9クビ 104．8�
59 コンステレーション 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 382＋ 2 〃 クビ 25．9�

714 コ ル ネ ッ ト 牝3鹿 54 荻野 極 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 406－ 41：51．0クビ 17．2
713 ノーチカルチャート 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 492－ 3 〃 クビ 15．1�
47 シックザール 牡3栗 56 柴山 雄一前田 幸治氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 486－ 21：51．21� 17．3�
12 ベルロスセレソス 牝3鹿 54

52 △西村 淳也吉田 晴哉氏 国枝 栄 安平 追分ファーム 452＋201：51．51� 85．2�
24 ビーマイステディ 牝3鹿 54 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 大島牧場 492＋20 〃 クビ 4．2�
35 イッツマイウェイ �3鹿 56

53 ▲亀田 温心�フクキタル 西園 正都 新冠 パカパカ
ファーム B470－101：51．6� 141．4�

816 クロスビーム 牝3青鹿54 石川裕紀人畑佐 博氏 上村 洋行 新冠 細川農場 436－ 41：51．81� 235．4�
11 フラッグインハート 牡3栗 56 菱田 裕二名古屋友豊� 高野 友和 安平 ノーザンファーム B514－121：52．01� 122．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，636，800円 複勝： 28，125，100円 枠連： 10，458，400円
馬連： 36，789，600円 馬単： 18，491，000円 ワイド： 29，072，100円
3連複： 50，519，200円 3連単： 59，821，600円 計： 255，913，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 820円 � 690円 枠 連（4－6） 4，490円

馬 連 �� 9，310円 馬 単 �� 14，230円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 1，910円 �� 10，130円

3 連 複 ��� 74，290円 3 連 単 ��� 299，100円

票 数

単勝票数 計 226368 的中 � 43843（2番人気）
複勝票数 計 281251 的中 � 45539（2番人気）� 7774（10番人気）� 9404（9番人気）
枠連票数 計 104584 的中 （4－6） 1805（17番人気）
馬連票数 計 367896 的中 �� 3062（25番人気）
馬単票数 計 184910 的中 �� 974（41番人気）
ワイド票数 計 290721 的中 �� 2989（27番人気）�� 3987（21番人気）�� 727（62番人気）
3連複票数 計 505192 的中 ��� 510（140番人気）
3連単票数 計 598216 的中 ��� 145（636番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―36．4―48．8―1：01．0―1：13．2―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4F48．9―3F36．7
1
3
15（1，7，10）6，3，12（2，8）11，4，13（5，9，16，14）・（7，6）－（15，12）1（10，8）（2，3）4－（11，14）（5，9）（16，13）

2
4

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

コ パ カ テ ィ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．11．10 京都5着

2016．3．19生 牝3鹿 母 アロマティコ 母母 ナ ス カ 5戦1勝 賞金 7，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 フラッグインハート号・クロスビーム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月23日まで平

地競走に出走できない。

17040 6月23日 曇 重 （1函館1） 第4日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・右）

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

45 ブラックモリオン 牝3青鹿 54
52 △西村 淳也 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B486± 01：47．0 5．2�

814 グランデラムジー 牡3黒鹿 56
55 ☆加藤 祥太 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 470－ 41：47．32 3．2�

69 モッズストーン �3栗 56 藤岡 佑介吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか 畠山牧場 478－10 〃 ハナ 6．3�
11 ハッシュゴーゴー 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 444± 01：47．4クビ 15．1�
813 カシノヴィオレ 牝3栗 54 木幡 初也柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 原口牧場 430－ 41：47．72 99．0	
34 リュウノイカリ 牡3黒鹿56 池添 謙一二口 雅一氏 牧浦 充徳 平取 船越 伸也 492± 01：47．91� 5．1

57 アルファムーン 牡3栗 56 丹内 祐次�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 516－ 21：48．21� 43．2�
22 ブラックテキーラ 牡3栗 56

55 ☆富田 暁黒澤 尚氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 500± 01：48．73 94．4�
58 マカルーテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 乾 皆雄 490± 01：48．91 13．6

711 トキノミドリ �3鹿 56 横山 和生岡田 勇氏 土田 稔 新ひだか 久米 和夫 B496＋ 4 〃 クビ 70．3�
610 ビップセーラ 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 476－ 61：49．64 229．7�
33 メイショウクダン 牡3栗 56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 478＋101：50．23� 5．9�
712 トモジャマサムネ 牡3栗 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 日高 シンボリ牧場 504－ 81：51．58 56．0�
46 ウインググランダー 牡3鹿 56 古川 吉洋池田 實氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 522± 01：52．56 67．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，162，300円 複勝： 29，302，100円 枠連： 10，437，600円
馬連： 35，185，700円 馬単： 17，287，900円 ワイド： 27，962，700円
3連複： 49，945，400円 3連単： 60，951，300円 計： 252，235，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 140円 � 220円 枠 連（4－8） 940円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 460円 �� 670円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 11，530円

票 数

単勝票数 計 211623 的中 � 32183（3番人気）
複勝票数 計 293021 的中 � 36929（4番人気）� 66588（1番人気）� 30251（5番人気）
枠連票数 計 104376 的中 （4－8） 8535（3番人気）
馬連票数 計 351857 的中 �� 24673（2番人気）
馬単票数 計 172879 的中 �� 5870（4番人気）
ワイド票数 計 279627 的中 �� 15967（2番人気）�� 10391（8番人気）�� 12779（5番人気）
3連複票数 計 499454 的中 ��� 16943（5番人気）
3連単票数 計 609513 的中 ��� 3830（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．2―42．7―55．3―1：07．6―1：20．2―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックモリオン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．8．19 小倉6着

2016．1．25生 牝3青鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 6戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインググランダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月23日まで平

地競走に出走できない。



17041 6月23日 曇 稍重 （1函館1） 第4日 第5競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時05分 （芝・右）
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

78 レッドヴェイパー 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 412 ―1：09．8 2．4�
22 ケープコッド 牝2黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ― 〃 ハナ 4．4�
66 メイショウナパワン 牡2黒鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 454 ―1：10．75 7．3�
11 ニシノストーム 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 482 ― 〃 アタマ 13．6�
811 トーセンマイベスト 牡2鹿 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 462 ―1：10．91� 40．9	
67 ヴェスターヴァルト 牡2鹿 54

53 ☆横山 武史 
キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462 ― 〃 クビ 5．4�
44 ディーププレザント 牡2栗 54

53 ☆坂井 瑠星山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B492 ―1：11．0� 33．1�
55 	 フィールフォーユー 牝2鹿 54 藤岡 康太飯田 正剛氏 須貝 尚介 米 Barron-

stown Stud 468 ―1：11．21� 13．2
810 ゴラッソゴール 牡2鹿 54

51 ▲菅原 明良東海林貴大氏 武市 康男 新冠 松本 信行 462 ―1：12．810 96．6�
33 イッツオーライト 牡2栗 54 丹内 祐次田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 428 ―1：14．6大差 61．0�
79 キタノコマチ 牝2黒鹿54 黛 弘人北所 直人氏 南田美知雄 新冠 村上 欽哉 462 ―1：16．5大差 131．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，293，700円 複勝： 27，615，400円 枠連： 7，932，200円
馬連： 35，531，100円 馬単： 20，634，600円 ワイド： 27，225，600円
3連複： 47，534，600円 3連単： 71，809，600円 計： 269，576，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（2－7） 640円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 270円 �� 350円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 312937 的中 � 105405（1番人気）
複勝票数 計 276154 的中 � 67781（1番人気）� 55176（2番人気）� 38553（4番人気）
枠連票数 計 79322 的中 （2－7） 9476（3番人気）
馬連票数 計 355311 的中 �� 45675（1番人気）
馬単票数 計 206346 的中 �� 13633（1番人気）
ワイド票数 計 272256 的中 �� 27119（1番人気）�� 19440（4番人気）�� 14197（6番人気）
3連複票数 計 475346 的中 ��� 31275（2番人気）
3連単票数 計 718096 的中 ��� 12581（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴェイパー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2017．4．21生 牝2鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イッツオーライト号・キタノコマチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月

23日まで平地競走に出走できない。

17042 6月23日 曇 稍重 （1函館1） 第4日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

810 アナザーラブソング 牡3栗 56 池添 謙一市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 464± 02：02．8 5．0�

89 トーセンオリンピア 牡3鹿 56
55 ☆横山 武史島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 496± 02：03．01� 1．6�
77 レンジャーガール 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁戸賀 智子氏 河内 洋 日高 Shall Farm 446＋ 2 〃 クビ 17．9�
33 ナ ミ ブ 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 22：03．1� 20．6	
55 エスキシータ 牝3黒鹿54 荻野 極吉田 晴哉氏 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－122：03．84 21．2

44 ウラカワノオト 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星ニューワールドレー
シング� 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 434－ 62：04．01� 38．2�

22 ケンブリッジウルス 牡3青鹿56 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 476＋ 62：04．1� 22．7�
78 キ ャ リ ー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 R．アンダーソン氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 436－ 42：04．41� 5．4
66 グランジェット 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 猪野毛牧場 466＋ 62：05．78 19．7�
11 シュリュッセル 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 B496－ 82：05．91 161．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 23，072，800円 複勝： 40，905，500円 枠連： 7，787，000円
馬連： 33，133，400円 馬単： 21，370，300円 ワイド： 24，617，100円
3連複： 40，537，400円 3連単： 76，330，700円 計： 267，754，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 140円 � 110円 � 240円 枠 連（8－8） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 210円 �� 810円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 8，290円

票 数

単勝票数 計 230728 的中 � 36655（2番人気）
複勝票数 計 409055 的中 � 42694（2番人気）� 245374（1番人気）� 16634（4番人気）
枠連票数 計 77870 的中 （8－8） 15606（2番人気）
馬連票数 計 331334 的中 �� 63869（2番人気）
馬単票数 計 213703 的中 �� 14750（3番人気）
ワイド票数 計 246171 的中 �� 34991（2番人気）�� 6628（9番人気）�� 16358（3番人気）
3連複票数 計 405374 的中 ��� 19584（3番人気）
3連単票数 計 763307 的中 ��� 6673（25番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―12．0―12．2―12．6―12．7―12．6―12．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．6―35．6―47．8―1：00．4―1：13．1―1：25．7―1：38．2―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アナザーラブソング �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．12．22 阪神4着

2016．3．30生 牡3栗 母 オールザットジャズ 母母 ダイヤモンドピサ 6戦1勝 賞金 7，350，000円



17043 6月23日 曇 重 （1函館1） 第4日 第7競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時05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

710 スリーランディア 牝5鹿 55 藤岡 佑介永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430＋10 58．4 7．2�

33 サンジレット 牡5栗 57 小島 太一 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新冠 前川 隆範 498－ 8 59．14 6．8�
55 マイネルバトゥータ 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 484＋ 2 59．2� 3．2�
11 トウショウデュエル 牡7栗 57 木幡 初也トウショウ産業� 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 B522－ 6 59．3� 27．7�
812 ラガーユミリン 牝5鹿 55 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 464＋ 2 59．4クビ 21．0�
22 ペイシャディア 牝4黒鹿55 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 442＋10 59．61� 19．2	
56 フィールドステイ 牡5鹿 57 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 490＋ 4 59．7� 5．8

811 キンゲショウ 牝4栗 55 荻野 極�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 456＋ 6 59．8クビ 9．0�
68 ノボリソング 牝4鹿 55

52 ▲団野 大成原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 470＋14 59．9� 31．8
67 タガノコルソ 牡3鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482± 01：00．0� 5．2�
79 	 ポップスフラッシュ 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心小田 吉男氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 430－ 81：00．42� 58．3�
44 	 パ ー ク ス 牝3青鹿52 原田 和真畑 末廣郎氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 532＋12 〃 アタマ 145．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，809，200円 複勝： 28，886，800円 枠連： 9，598，400円
馬連： 37，903，100円 馬単： 19，175，600円 ワイド： 28，231，100円
3連複： 50，727，900円 3連単： 67，198，200円 計： 266，530，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 180円 � 180円 � 140円 枠 連（3－7） 2，140円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 770円 �� 410円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 14，930円

票 数

単勝票数 計 248092 的中 � 27458（5番人気）
複勝票数 計 288868 的中 � 40171（2番人気）� 39302（4番人気）� 58533（1番人気）
枠連票数 計 95984 的中 （3－7） 3474（9番人気）
馬連票数 計 379031 的中 �� 13362（8番人気）
馬単票数 計 191756 的中 �� 2816（23番人気）
ワイド票数 計 282311 的中 �� 8780（9番人気）�� 18238（2番人気）�� 17558（3番人気）
3連複票数 計 507279 的中 ��� 19460（3番人気）
3連単票数 計 671982 的中 ��� 3262（35番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．1―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーランディア �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．1．22 中京1着

2014．4．3生 牝5鹿 母 フィンランディア 母母 Truly Special 22戦3勝 賞金 38，470，000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。
（非抽選馬） 3頭 クールティアラ号・ダイメイサツキ号・ハクサンウェーブ号

17044 6月23日 曇 重 （1函館1） 第4日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：41．7
1：40．9

不良
重

58 � レンブランサ 牝4栗 55 勝浦 正樹名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 428－ 81：46．7 4．5�
11 カリブメーカー 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 510－ 21：46．91� 14．9�
45 ヘイセイラスト 牝3鹿 52 藤岡 康太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 514－ 21：47．11 18．4�
610 ワンダーエカルテ 牝3芦 52 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 508± 0 〃 クビ 12．0�
69 ニシノアメイズ 牝3鹿 52

49 ▲菅原 明良西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 498＋ 41：47．31� 16．3	
57 ラインアストリア 牝4鹿 55 古川 吉洋大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム B478± 01：47．4� 99．7

33 ティボリドライヴ 牝3栗 52 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472＋ 8 〃 アタマ 36．6�
22 タツオウカランブ 牝4栗 55 丹内 祐次鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 490± 01：47．5� 42．5�
814 クリノアスコット 牝4黒鹿 55

52 ▲団野 大成栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 B430－ 61：48．56 8．5
813 ビオレイメル 牝3栗 52

50 △西村 淳也ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 468＋121：48．6クビ 14．8�
46 サピアウォーフ 牝3鹿 52

51 ☆横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 480＋101：49．55 3．8�
711� プリディカメント 牝4黒鹿55 吉田 隼人ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋161：49．92� 6．2�
712 ミッキーマンドリン 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅野田みづき氏 萩原 清 日高 白井牧場 466－ 61：51．28 21．1�
34 キタノオドリコ 牝3鹿 52 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 492＋141：51．52 19．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，836，700円 複勝： 33，597，400円 枠連： 12，931，400円
馬連： 42，393，100円 馬単： 21，091，400円 ワイド： 34，878，800円
3連複： 62，235，800円 3連単： 79，202，400円 計： 311，167，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 410円 � 550円 枠 連（1－5） 3，390円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 5，230円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，880円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 20，690円 3 連 単 ��� 112，590円

票 数

単勝票数 計 248367 的中 � 43481（2番人気）
複勝票数 計 335974 的中 � 64818（1番人気）� 19117（8番人気）� 13513（9番人気）
枠連票数 計 129314 的中 （1－5） 2954（13番人気）
馬連票数 計 423931 的中 �� 9859（11番人気）
馬単票数 計 210914 的中 �� 3020（14番人気）
ワイド票数 計 348788 的中 �� 6522（14番人気）�� 4788（22番人気）�� 2569（44番人気）
3連複票数 計 622358 的中 ��� 2256（71番人気）
3連単票数 計 792024 的中 ��� 510（373番人気）

ハロンタイム 6．8―10．5―11．7―12．4―12．7―12．5―13．3―13．4―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．3―29．0―41．4―54．1―1：06．6―1：19．9―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．1
1
3
4，6－11－（12，14）（5，9）（8，13）－10，2，3，7，1・（4，6）（5，11）8（2，14）（9，13，10）（12，3）7，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�レンブランサ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ボストンハーバー

2015．1．16生 牝4栗 母 パシオンルージュ 母母 セクシーココナッツ 13戦1勝 賞金 16，900，000円
初出走 JRA



17045 6月23日 曇 稍重 （1函館1） 第4日 第9競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時05分 （500万円以下） （芝・右）
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

815 アスタールビー 牝3鹿 52 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 434＋241：09．2 3．5�
11 � デルマキセキ 牝4鹿 55 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie

Bloodstock B464＋ 21：09．41	 14．1�
612
 モ ハ ー 牝5栗 55 四位 洋文北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 494＋ 21：09．5� 6．7�
714 ナンゴクアイネット 牝4鹿 55 吉田 隼人渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 474＋14 〃 ハナ 19．0�
713� ショウナンアリアナ 牝3鹿 52 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 412＋ 41：09．6� 15．5�
23 エイカイマドンナ 牝4鹿 55 藤岡 佑介二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 クビ 27．9	
611 ヤマニンベルベーヌ 牝5栗 55 横山 和生土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 466＋ 41：09．81	 38．2

12 ワ ン ネ ス 牡3鹿 54

51 ▲菅原 明良佐久間拓士氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 528－ 41：10．01	 104．3�
816 スリーマグナム 牡4鹿 57 荻野 極永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 510＋141：10．1クビ 57．5
36 ヘ ー ザ 牝4栗 55

53 △西村 淳也岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B432－ 21：10．2� 19．6�
48 ロ ジ ム ー ン 牡5鹿 57

56 ☆横山 武史久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 クビ 9．4�
510
 ヒロノオウカン 牡4青鹿 57

56 ☆坂井 瑠星小野 博郷氏 蛯名 利弘 清水 小野瀬 竜馬 446－ 41：10．41 225．2�
35 イッツマイターン 牡4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 514± 0 〃 ハナ 42．6�
24 ア マ デ ウ ス 牡3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育
成牧場 454± 0 〃 ハナ 6．7�

47 モズベイビー 牡3青鹿54 藤岡 康太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 512＋101：10．61� 5．1�
59 レジェンドソウル 牡4黒鹿57 丹内 祐次落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 458± 01：10．7クビ 58．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，144，900円 複勝： 38，910，900円 枠連： 16，590，100円
馬連： 52，559，000円 馬単： 24，432，800円 ワイド： 41，019，800円
3連複： 80，977，400円 3連単： 97，049，900円 計： 380，684，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 350円 � 210円 枠 連（1－8） 2，970円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 650円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 32，450円

票 数

単勝票数 計 291449 的中 � 65697（1番人気）
複勝票数 計 389109 的中 � 64647（2番人気）� 24315（6番人気）� 48584（4番人気）
枠連票数 計 165901 的中 （1－8） 4325（14番人気）
馬連票数 計 525590 的中 �� 12293（11番人気）
馬単票数 計 244328 的中 �� 3755（14番人気）
ワイド票数 計 410198 的中 �� 7991（14番人気）�� 16907（3番人気）�� 8027（12番人気）
3連複票数 計 809774 的中 ��� 9096（12番人気）
3連単票数 計 970499 的中 ��� 2168（54番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．0―11．7―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．3―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスタールビー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．12．23 阪神2着

2016．4．13生 牝3鹿 母 キ リ エ 母母 チャペルコンサート 4戦2勝 賞金 15，300，000円

17046 6月23日 曇 稍重 （1函館1） 第4日 第10競走 ��1，800�
お く し り

奥 尻 特 別
発走14時40分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

67 レーガノミクス 牡4鹿 57 藤岡 佑介�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：49．4 3．5�
44 サトノマックス 牡5鹿 57 藤岡 康太里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488－ 41：49．5� 5．3�
812 ターフェルムジーク 牝4鹿 55 古川 吉洋 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 440－ 4 〃 ハナ 53．5�
55 ギャンブラー 牡4黒鹿57 横山 武史大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 520＋ 61：49．6� 7．4�
56 クリノオウジャ 牡3鹿 54 西村 淳也栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B438± 01：49．81� 5．2	
710	 ラストプライドワン 牡5黒鹿57 柴山 雄一嶋田 賢氏 奥村 武 新ひだか 岡田牧場 476＋ 61：49．9� 62．7

11 	 ディープスピリッツ 牡5鹿 57 丹内 祐次菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 456－10 〃 クビ 35．7�
811 ラブリロンリロンス 牡3黒鹿54 富田 暁熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 430－ 21：50．21� 36．7�
33 スマートセラヴィー 牡3栗 54 坂井 瑠星大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 502－10 〃 クビ 4．9
79 ロードダヴィンチ 牡4鹿 57 荻野 極 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 528＋ 21：50．41 13．3�
22 	 プリメラビスタ 牝4栗 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 426－ 21：51．25 13．7�
68 シルヴァーメテオ 牡5芦 57 黛 弘人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 500＋241：52．05 57．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，287，000円 複勝： 41，496，100円 枠連： 17，565，300円
馬連： 66，014，100円 馬単： 31，578，600円 ワイド： 47，433，900円
3連複： 92，429，500円 3連単： 124，648，600円 計： 456，453，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 180円 � 910円 枠 連（4－6） 980円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，360円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 13，990円 3 連 単 ��� 48，980円

票 数

単勝票数 計 352870 的中 � 79605（1番人気）
複勝票数 計 414961 的中 � 83125（1番人気）� 63475（2番人気）� 8280（11番人気）
枠連票数 計 175653 的中 （4－6） 13848（4番人気）
馬連票数 計 660141 的中 �� 47612（2番人気）
馬単票数 計 315786 的中 �� 12116（3番人気）
ワイド票数 計 474339 的中 �� 33612（1番人気）�� 4863（30番人気）�� 4524（32番人気）
3連複票数 計 924295 的中 ��� 4955（50番人気）
3連単票数 計1246486 的中 ��� 1845（174番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―11．8―11．7―12．0―12．6―12．6―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．0―47．7―59．7―1：12．3―1：24．9―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．1
1
3
2，10（1，9）5，7，6（8，11）－4，12，3・（2，10）－（1，9）（5，7）8（4，6）（12，11，3）

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

勝馬の
紹 介

レーガノミクス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．2．25 阪神5着

2015．4．1生 牡4鹿 母 トップセラー 母母 プロモーション 9戦1勝 賞金 20，622，000円



17047 6月23日 曇 稍重 （1函館1） 第4日 第11競走 ��
��1，200�U H B 杯

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．6．23以降1．6．16まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

北海道文化放送賞（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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

35 ショウナンタイガ 牡3鹿 53 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 476＋ 41：09．5 3．6�
23 イ キ オ イ 牡7鹿 54 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 454－ 81：09．71 34．3�
22 センショウユウト 牡4鹿 54 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 478－ 8 〃 クビ 8．3�
46 シンデレラメイク 牝4栗 53 菱田 裕二田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 490＋ 21：09．91� 4．0�
47 ジェットコルサ 牡7青 54 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 474＋ 2 〃 クビ 21．6�
713	 ルマーカーブル 牡3鹿 52 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 516－ 41：10．0
 8．0�
58 タイセイソニック 牡4黒鹿54 藤岡 康太田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 462± 01：10．1
 9．4	
611 シュエットヌーベル 牝5栗 52 西村 淳也 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B452－10 〃 クビ 16．8�
712 キングキングキング �4黒鹿54 石川裕紀人嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 484＋ 21：10．2� 17．2�
59 モンファロン 牡4黒鹿53 古川 吉洋杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 B470＋ 41：10．3クビ 40．3
610 ラブローレル 牝7青鹿51 黛 弘人増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 430± 0 〃 クビ 94．5�
815	 スズカプリオール 牡8鹿 52 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B504＋ 41：10．4
 151．6�
814 ラニカイシチー 牡5鹿 51 坂井 瑠星 
友駿ホースクラブ 中野 栄治 新冠 パカパカ

ファーム 468－ 61：10．5クビ 97．9�
11 インシュラー �5鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456－ 21：10．81� 7．8�
34 ラ イ リ ー 牡4黒鹿52 荻野 極古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 470－ 61：11．01
 105．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，257，800円 複勝： 59，411，100円 枠連： 36，593，500円
馬連： 176，734，700円 馬単： 68，803，800円 ワイド： 90，351，400円
3連複： 255，075，800円 3連単： 341，092，600円 計： 1，077，320，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 650円 � 280円 枠 連（2－3） 1，370円

馬 連 �� 6，320円 馬 単 �� 9，820円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 750円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 15，630円 3 連 単 ��� 83，570円

票 数

単勝票数 計 492578 的中 � 106610（1番人気）
複勝票数 計 594111 的中 � 122571（1番人気）� 18558（10番人気）� 51901（5番人気）
枠連票数 計 365935 的中 （2－3） 20595（6番人気）
馬連票数 計1767347 的中 �� 21671（23番人気）
馬単票数 計 688038 的中 �� 5250（42番人気）
ワイド票数 計 903514 的中 �� 10976（27番人気）�� 32433（5番人気）�� 6647（41番人気）
3連複票数 計2550758 的中 ��� 12236（54番人気）
3連単票数 計3410926 的中 ��� 2959（293番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．9―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．9―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンタイガ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．12．2 阪神7着

2016．1．19生 牡3鹿 母 チェリーフォレスト 母母 フォレストゾーン 8戦3勝 賞金 36，977，000円

17048 6月23日 曇 稍重 （1函館1） 第4日 第12競走 ��
��1，700�

つ が る か い き ょ う

津 軽 海 峡 特 別
発走16時05分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

55 ボードウォーク 牝4鹿 55 黛 弘人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B454＋ 81：44．5 6．4�

67 カフジキング 牡6鹿 57 藤岡 康太加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 464－101：44．71� 2．9�
811 テイエムグッドマン 牡5鹿 57 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B486－ 61：45．02 3．5�
44 キタサンタイドー 牡4黒鹿57 吉田 隼人�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 530＋14 〃 クビ 9．3�
22 	 カレンジラソーレ 牡6栗 57 富田 暁鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 488－ 41：45．32 85．8	
79 パイロキネシスト 牡7黒鹿57 藤岡 佑介平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B496＋ 81：45．4クビ 11．1

11 メイショウイッポン 牡5鹿 57 柴山 雄一松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 496－ 61：45．82
 38．7�
810 レコンキスタ 牡5栗 57 武藤 雅村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B504＋141：45．9クビ 14．8�
33 	 ウインフォルティス 牡4鹿 57 池添 謙一�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 484－ 21：47．17 14．3
78 � フォルツァエフ 牡4鹿 57 勝浦 正樹大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 482＋ 81：47．52
 35．2�
66 シュバルツボンバー 牡4鹿 57 松田 大作�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514－ 41：47．92
 12．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，034，800円 複勝： 61，509，000円 枠連： 25，075，100円
馬連： 117，975，000円 馬単： 54，424，700円 ワイド： 77，930，400円
3連複： 159，348，900円 3連単： 259，270，200円 計： 808，568，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 160円 � 120円 � 130円 枠 連（5－6） 1，080円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 340円 �� 460円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 530348 的中 � 65281（3番人気）
複勝票数 計 615090 的中 � 82164（3番人気）� 155836（1番人気）� 121101（2番人気）
枠連票数 計 250751 的中 （5－6） 17914（2番人気）
馬連票数 計1179750 的中 �� 75831（2番人気）
馬単票数 計 544247 的中 �� 17784（5番人気）
ワイド票数 計 779304 的中 �� 54252（2番人気）�� 37628（3番人気）�� 128942（1番人気）
3連複票数 計1593489 的中 ��� 106721（1番人気）
3連単票数 計2592702 的中 ��� 25690（16番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．2―42．2―54．4―1：06．3―1：18．7―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボードウォーク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2017．10．28 東京9着

2015．5．3生 牝4鹿 母 ハーマジェスティ 母母 リザーブシート 13戦3勝 賞金 45，145，000円

３レース目



（1函館1）第4日 6月23日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 161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

181，050，000円
1，300，000円
16，620，000円
1，300，000円
19，970，000円
65，232，000円
4，186，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
353，450，200円
448，343，900円
177，914，100円
704，569，600円
332，848，800円
486，717，600円
995，997，900円
1，357，991，700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 4，857，833，800円

総入場人員 7，962名 （有料入場人員 6，904名）
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