
20013 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第1競走 ��
��1，200�2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
1：09．2
1：07．8

良
良

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 460＋ 61：10．6 5．4�
88 マイルポスト 牡2栗 54 石川裕紀人�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 506－ 21：10．7� 1．7�
33 アイオライト 牡2黒鹿 54

53 ☆横山 武史田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 466－ 41：10．91� 11．6�
22 ニシノストーム 牡2鹿 54 岩田 康誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 484＋ 2 〃 クビ 4．5�
77 プロヴィデンス 牡2栗 54 松岡 正海藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 476± 01：11．0クビ 101．8�
44 セイヴァンキッシュ 牡2青鹿54 古川 吉洋金田 成基氏 山内 研二 日高 本間牧場 486－ 41：11．1	 32．6	
11 クールインパクト 牡2栗 54

51 ▲団野 大成佐藤 範夫氏 西村 真幸 日高 ナカノファーム 502＋ 21：11．63 77．2

55 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± 01：13．19 13．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 27，282，000円 複勝： 75，695，200円 枠連： 発売なし
馬連： 35，792，300円 馬単： 26，635，200円 ワイド： 24，574，600円
3連複： 43，242，200円 3連単： 110，209，700円 計： 343，431，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 190円 �� 480円 �� 300円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 5，110円

票 数

単勝票数 計 272820 的中 � 42224（3番人気）
複勝票数 計 756952 的中 � 51139（2番人気）� 579938（1番人気）� 28115（5番人気）
馬連票数 計 357923 的中 �� 71348（2番人気）
馬単票数 計 266352 的中 �� 18128（4番人気）
ワイド票数 計 245746 的中 �� 38984（2番人気）�� 11118（9番人気）�� 19796（4番人気）
3連複票数 計 432422 的中 ��� 34036（2番人気）
3連単票数 計1102097 的中 ��� 15622（15番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．8―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウナパワン 
�
父 トゥザワールド 

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．6．23 函館3着

2017．3．21生 牡2黒鹿 母 カクテルローズ 母母 ドラマチックローズ 2戦1勝 賞金 6，800，000円

20014 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第2競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走10時25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
57．7
56．9

重
重

812 テイエムメロディー 牝3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 456＋ 2 59．9 3．8�
710� キュウドウクン 牡3鹿 56 岩田 康誠冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 462± 01：00．0� 7．6�
67 キラキラブシ 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 酒井 秀紀 474＋ 21：00．53 4．1�
79 ローマノキュウジツ 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成フェニックスレーシング 牧浦 充徳 新ひだか 幌村牧場 492＋ 2 〃 クビ 7．3�
68 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 444＋ 2 〃 アタマ 8．2�
33 ローブドール 牝3栗 54 黛 弘人 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 432＋ 61：00．92� 28．4	
55 インターロード 牡3黒鹿56 松岡 正海本間 茂氏 伊藤 伸一 新冠 オリエント牧場 464－ 41：01．0	 11．7

56 バシクンレッツゴー 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 496＋101：01．21 112．7�
44 ミエノオルフェ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁里見美惠子氏 宗像 義忠 日高 田端牧場 426－ 4 〃 クビ 36．9�
11 エ ラ ー ブ ル 牝3栗 54 荻野 極大塚 亮一氏 小崎 憲 浦河 ディアレスト

クラブ 464＋ 41：01．62� 42．8
22 テイエムラブラリー 牝3青 54 城戸 義政竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新ひだか 木田 晶範 458－ 41：01．7� 96．2�
811 ヤマカツルビー 牝3黒鹿54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 460＋ 21：01．91� 5．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，589，900円 複勝： 38，922，400円 枠連： 10，968，800円
馬連： 44，719，800円 馬単： 24，027，600円 ワイド： 36，823，000円
3連複： 67，397，400円 3連単： 81，728，300円 計： 333，177，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 230円 � 140円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 720円 �� 410円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 12，930円

票 数

単勝票数 計 285899 的中 � 59163（1番人気）
複勝票数 計 389224 的中 � 64547（2番人気）� 34665（6番人気）� 88404（1番人気）
枠連票数 計 109688 的中 （7－8） 17426（2番人気）
馬連票数 計 447198 的中 �� 22802（5番人気）
馬単票数 計 240276 的中 �� 6391（9番人気）
ワイド票数 計 368230 的中 �� 12704（8番人気）�� 24451（2番人気）�� 13032（7番人気）
3連複票数 計 673974 的中 ��� 19406（6番人気）
3連単票数 計 817283 的中 ��� 4580（20番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．9―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムメロディー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．10．14 京都5着

2016．3．10生 牝3鹿 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 10戦1勝 賞金 14，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 ミエノオルフェ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月7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 ラインシャーロット号

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２日



20015 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時55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

22 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 442－ 21：47．9 4．8�
811 クリノイナヅマオー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 賀張三浦牧場 458－101：48．0� 8．9�
67 シービークラーケン 牡3芦 56

55 ☆横山 武史千明牧場 鈴木 伸尋 浦河 千明牧場 524＋141：48．31� 2．5�
79 モーンストルム 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 B428－ 61：48．51� 5．7�
66 プリマヴォルタ 牝3鹿 54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 矢野 英一 新冠 松浦牧場 418＋ 21：49．24 10．3�
810 スズカスパイカー 牡3栗 56 柴山 雄一永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 488＋ 21：49．52 70．4	
33 アルモニーセレスト 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 平山牧場 442＋ 81：49．92� 20．3

78 ドラゴンエナジー 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 株式会社カ
ネツ牧場 B450－101：50．22 67．3�

55 エイユーラトゥール 牡3黒鹿56 加藤 祥太笹部 義則氏 藤沢 則雄 様似 富田 恭司 444＋ 21：50．3� 11．3�
44 エスコビージャ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486± 01：50．4クビ 13．1�
11 ペイシャマキアージ 牝3黒鹿54 菱田 裕二北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 B468－ 21：51．14 33．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，977，000円 複勝： 30，093，400円 枠連： 7，203，100円
馬連： 34，002，100円 馬単： 18，472，600円 ワイド： 29，382，600円
3連複： 49，655，700円 3連単： 65，420，800円 計： 257，207，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 200円 � 130円 枠 連（2－8） 1，760円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 550円 �� 280円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 10，600円

票 数

単勝票数 計 229770 的中 � 38086（2番人気）
複勝票数 計 300934 的中 � 56285（2番人気）� 30004（5番人気）� 71792（1番人気）
枠連票数 計 72031 的中 （2－8） 3164（9番人気）
馬連票数 計 340021 的中 �� 13738（8番人気）
馬単票数 計 184726 的中 �� 3941（14番人気）
ワイド票数 計 293826 的中 �� 12709（8番人気）�� 28947（1番人気）�� 18825（2番人気）
3連複票数 計 496557 的中 ��� 23245（2番人気）
3連単票数 計 654208 的中 ��� 4474（20番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．6―12．3―12．7―13．0―13．1―13．4―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．6―41．9―54．6―1：07．6―1：20．7―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハッシュゴーゴー �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 Kaldoun デビュー 2019．1．26 京都4着

2016．4．19生 牝3鹿 母 ハッシュバンバン 母母 Horphaly 7戦1勝 賞金 9，400，000円

20016 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時25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

713 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 472－ 41：49．7 21．5�
11 マ ル ニ 牝3青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 428－ 21：50．01� 4．2�
48 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± 01：50．21� 4．0�
815 サンライズアキレス 牡3芦 56 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 490－ 8 〃 クビ 8．5�
816 キ ュ ロ ン 牡3鹿 56 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 468－ 2 〃 アタマ 18．1	
47 プ ロ ー ス 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 478＋ 21：50．3	 55．8


714 トゥールナージュ 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 448－ 41：50．51	 14．0�
611 プライムシスター 牝3黒鹿54 国分 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 492± 01：50．71	 7．1�
510 アークロイヤル 牝3栗 54 岩田 康誠原 
子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 404± 0 〃 ハナ 4．6
36 レッドゼニス 牡3鹿 56 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 484＋ 61：50．91� 18．3�
12 ウラカワノオト 牡3鹿 56 黛 弘人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± 01：51．0クビ 75．6�
612 デルマエトワール 牝3芦 54

51 ▲亀田 温心浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490＋ 6 〃 クビ 322．4�
35 ファンシーラン 牝3鹿 54 丹内 祐次岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 426＋ 21：51．1クビ 60．7�
24 ミオドルチェ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁岡田 牧雄氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 440－ 41：51．2	 286．0�
59 ロ ズ 牝3鹿 54 荻野 極 �ローレルレーシング 高柳 大輔 新ひだか 田中 春美 436＋ 8 〃 クビ 156．3�
23 シェルメール 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 430± 01：51．3クビ 73．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，964，300円 複勝： 41，989，000円 枠連： 9，958，000円
馬連： 42，066，600円 馬単： 20，357，600円 ワイド： 36，937，400円
3連複： 67，085，800円 3連単： 75，893，900円 計： 321，252，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 450円 � 170円 � 180円 枠 連（1－7） 2，030円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 12，600円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，040円 �� 510円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 45，850円

票 数

単勝票数 計 269643 的中 � 9997（9番人気）
複勝票数 計 419890 的中 � 18354（9番人気）� 75574（1番人気）� 68225（3番人気）
枠連票数 計 99580 的中 （1－7） 3795（12番人気）
馬連票数 計 420666 的中 �� 6647（24番人気）
馬単票数 計 203576 的中 �� 1211（52番人気）
ワイド票数 計 369374 的中 �� 5306（25番人気）�� 8940（12番人気）�� 19631（5番人気）
3連複票数 計 670858 的中 ��� 9530（13番人気）
3連単票数 計 758939 的中 ��� 1200（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．4―49．2―1：01．9―1：13．6―1：25．3―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナックゼウス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．28 東京4着

2016．2．28生 牡3栗 母 レッドステラーノ 母母 ロンドンブリッジ 8戦1勝 賞金 8，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 ミオドルチェ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月7日まで平地競走に出走できな

い。



20017 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時15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
1：48．3
1：45．6

良
良

66 オーソリティ 牡2鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494 ―1：54．9 1．3�
810 ブラックホール 牡2黒鹿54 石川裕紀人芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 418 ― 〃 クビ 14．7�
11 ブルーノジュネス 牡2鹿 54 黛 弘人島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 494 ―1：55．11� 27．6�
33 ソウルトレイン 牡2芦 54 国分 恭介安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 452 ―1：55．2アタマ 6．5�
89 エスカレーション 牝2鹿 54 吉田 隼人松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 452 ―1：55．3� 28．5	
22 エ ン ジ ョ イ 牝2栗 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 448 ― 〃 クビ 9．6

77 ヴァリアントジョイ 牡2鹿 54 柴山 雄一 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 青森 織笠 時男 462 ―1：55．4クビ 52．9�
55 フェレッティ 牝2鹿 54 岩田 康誠飯田 正剛氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 424 ―1：55．5	 21．2
78 ネモフィラブルー 牡2栗 54 菱田 裕二青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 前谷 武志 436 ―1：56．45 27．8�
44 キングズアーム 牡2鹿 54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 深山 雅史 新冠 富本 茂喜 514 ―1：57．35 117．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，350，300円 複勝： 98，240，400円 枠連： 7，426，700円
馬連： 37，868，200円 馬単： 29，617，700円 ワイド： 28，960，200円
3連複： 48，106，000円 3連単： 103，702，200円 計： 390，271，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 230円 � 340円 枠 連（6－8） 500円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 380円 �� 540円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 7，030円

票 数

単勝票数 計 363503 的中 � 208354（1番人気）
複勝票数 計 982404 的中 � 776808（1番人気）� 27638（5番人気）� 16487（7番人気）
枠連票数 計 74267 的中 （6－8） 11289（2番人気）
馬連票数 計 378682 的中 �� 37436（3番人気）
馬単票数 計 296177 的中 �� 26127（3番人気）
ワイド票数 計 289602 的中 �� 21354（3番人気）�� 13747（6番人気）�� 3791（22番人気）
3連複票数 計 481060 的中 ��� 11039（13番人気）
3連単票数 計1037022 的中 ��� 10680（23番人気）

ハロンタイム 12．8―12．4―13．4―13．7―13．6―13．3―12．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．2―38．6―52．3―1：05．9―1：19．2―1：31．5―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F35．7
1
3
・（2，3，4）（6，8）1（7，10）5，9・（2，3，4）（1，6，8）（7，10）－（5，9）

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

勝馬の
紹 介

オーソリティ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2017．2．12生 牡2鹿 母 ロ ザ リ ン ド 母母 シ ー ザ リ オ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20018 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第6競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走12時45分 （500万円以下） （ダート・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
1：41．7
1：40．9

不良
重

58 � マイネルストラトス 牡5黒鹿57 藤岡 佑介杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 486＋ 21：45．2 2．6�
34 ブラックカード 牡5黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B466－ 21：45．73 6．1�
33 タガノゴマチャン 牡3芦 54

51 ▲団野 大成八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 472± 01：46．01	 15．5�
712 ラ ン パ ク 牡4芦 57

54 ▲菅原 明良一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 494± 01：46．21
 9．3�
610� ア オ テ ン 牡6鹿 57 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 504＋101：46．83� 13．7�
22 サージュミノル 牡4黒鹿57 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 21：47．01� 23．6	
45 オメガレインボー 牡3栗 54 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 442± 01：47．21
 3．3

711 ヴーディーズピアス 牝4青鹿 55

52 ▲亀田 温心田島 大史氏 石坂 公一 新冠 オリエント牧場 474＋ 41：47．62� 94．2�
814� 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 524－ 81：47．7クビ 226．6�
69 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 486－141：48．01	 74．0
813 キャリーオン 牡3鹿 54

53 ☆富田 暁�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436＋ 21：48．53 34．3�

57 ヴィーヴァバッカス 牡4栗 57 藤岡 康太芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド 464－ 41：48．92� 24．0�
46 � ヒロノオウカン 牡4青鹿57 川島 信二小野 博郷氏 蛯名 利弘 清水 小野瀬 竜馬 444－ 21：49．11 165．2�
11 キチロクタービン 牡3栗 54 丹内 祐次山本 正美氏 清水 英克 むかわ 桑原牧場 466± 01：49．2� 71．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，769，100円 複勝： 28，339，000円 枠連： 9，475，100円
馬連： 37，723，800円 馬単： 20，126，800円 ワイド： 30，711，500円
3連複： 58，042，000円 3連単： 75，255，700円 計： 283，443，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 170円 � 340円 枠 連（3－5） 660円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 260円 �� 830円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 11，270円

票 数

単勝票数 計 237691 的中 � 72173（1番人気）
複勝票数 計 283390 的中 � 70588（1番人気）� 42897（3番人気）� 15291（6番人気）
枠連票数 計 94751 的中 （3－5） 10963（3番人気）
馬連票数 計 377238 的中 �� 38143（2番人気）
馬単票数 計 201268 的中 �� 12174（3番人気）
ワイド票数 計 307115 的中 �� 35895（2番人気）�� 8735（9番人気）�� 6076（16番人気）
3連複票数 計 580420 的中 ��� 12073（11番人気）
3連単票数 計 752557 的中 ��� 4838（24番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．6―11．8―12．2―12．5―12．7―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．6―41．4―53．6―1：06．1―1：18．8―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�マイネルストラトス �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ブライアンズタイム

2014．3．22生 牡5黒鹿 母 ヒラボクビジン 母母 オリジナルスピン 26戦2勝 賞金 35，700，000円
初出走 JRA ［他本会外：7戦0勝］

※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 マイネルジェンマ号



20019 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・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
1：06．8
1：06．5

良
良

815 ハイヤーアプシス 牝5黒鹿55 C．ルメール 吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 444＋121：09．3 5．2�
23 マーマレードガール 牝3黒鹿52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 460＋ 8 〃 クビ 106．1�
34 ヴィーナスフローラ 牝5栗 55 藤岡 康太大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 01：09．4� 8．2�
22 トーセンオパール 牝3芦 52 石川裕紀人島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 402＋ 2 〃 アタマ 51．2�
11 グッドワード 牝4芦 55 岩田 康誠下河邉俊行氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 488＋ 41：09．5クビ 2．7	
713 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 476＋ 21：09．6� 8．6

35 エイカイマドンナ 牝4鹿 55 荻野 極二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 クビ 24．9�
47 ファンシャン 牝3栃栗 52

49 ▲団野 大成�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 420－ 21：09．7� 20．0�

59 � ファルコンレイナ 牝4鹿 55
52 ▲亀田 温心ライオンレースホース 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 390－ 21：09．91� 109．6�

610 サンタンデール 牝3鹿 52
49 ▲菅原 明良小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 長田ファーム 436＋141：10．0クビ 23．6�

814 ニシノコデマリ 牝4鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 426＋ 41：10．1� 20．6�
46 ディアバビアナ 牝4栗 55 的場 勇人ディアレストクラブ 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B476－ 6 〃 クビ 162．7�
712 レッドパラス 牝3芦 52

51 ☆横山 武史 東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：10．2クビ 5．1�
58 スズカマンサク 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 416－ 21：10．41	 140．8�
611 ルメッサージュ 牝3青鹿52 菱田 裕二 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 426－ 21：10．5
 31．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，708，400円 複勝： 38，456，300円 枠連： 13，006，600円
馬連： 46，254，400円 馬単： 20，657，100円 ワイド： 36，485，800円
3連複： 67，720，200円 3連単： 80，081，000円 計： 331，369，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 1，460円 � 250円 枠 連（2－8） 6，950円

馬 連 �� 23，240円 馬 単 �� 37，150円

ワ イ ド �� 8，090円 �� 880円 �� 9，930円

3 連 複 ��� 66，820円 3 連 単 ��� 436，530円

票 数

単勝票数 計 287084 的中 � 43914（3番人気）
複勝票数 計 384563 的中 � 55073（2番人気）� 5421（12番人気）� 41997（5番人気）
枠連票数 計 130066 的中 （2－8） 1449（19番人気）
馬連票数 計 462544 的中 �� 1542（50番人気）
馬単票数 計 206571 的中 �� 417（93番人気）
ワイド票数 計 364858 的中 �� 1132（54番人気）�� 11297（7番人気）�� 921（63番人気）
3連複票数 計 677202 的中 ��� 760（148番人気）
3連単票数 計 800810 的中 ��� 133（886番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―10．9―11．3―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―33．9―45．2―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイヤーアプシス �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．3．20 中山3着

2014．4．14生 牝5黒鹿 母 テイクミーハイヤー 母母 ワ デ ィ ア 17戦2勝 賞金 23，520，000円
〔制裁〕 ファルコンレイナ号の騎手亀田温心は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）

20020 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45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
1：57．8
1：56．1

良
良

79 セントレオナード 牡3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 458－ 22：02．2 1．9�
22 � リバプールタウン 牡4鹿 57 長岡 禎仁薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 486＋ 22：02．73 15．0�
78 � マイネルツィール 牡6鹿 57 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 B472＋ 2 〃 クビ 20．6�
811 ギャンブラー 牡4黒鹿 57

56 ☆横山 武史大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 518－ 2 〃 アタマ 8．4�
810 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 438－ 22：02．8クビ 14．3�
67 アドマイヤリーブラ 牡3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 460－ 42：02．9� 2．9	
44 ミツオサウスポー 牡4栗 57

54 ▲団野 大成菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 B526＋ 22：03．53� 109．1

55 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 B532＋ 42：03．71	 34．4�
11 カ ガ ス タ ー 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 454＋ 22：03．8� 43．2
33 � ファイトエルフ 
5青鹿57 丹内 祐次西村 健氏 水野 貴広 むかわ 市川牧場 438＋ 42：04．22� 129．1�
66 ジッパーレーン 牝5青鹿 55

52 ▲菅原 明良�G1レーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460＋102：04．83� 60．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，580，300円 複勝： 51，389，300円 枠連： 10，600，700円
馬連： 42，359，800円 馬単： 28，033，600円 ワイド： 29，492，200円
3連複： 56，467，800円 3連単： 109，076，100円 計： 353，999，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 250円 � 290円 枠 連（2－7） 1，230円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 480円 �� 540円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 11，250円

票 数

単勝票数 計 265803 的中 � 111385（1番人気）
複勝票数 計 513893 的中 � 299498（1番人気）� 25324（5番人気）� 20967（6番人気）
枠連票数 計 106007 的中 （2－7） 6646（4番人気）
馬連票数 計 423598 的中 �� 27174（4番人気）
馬単票数 計 280336 的中 �� 13724（5番人気）
ワイド票数 計 294922 的中 �� 16505（5番人気）�� 14319（6番人気）�� 4719（19番人気）
3連複票数 計 564678 的中 ��� 10411（14番人気）
3連単票数 計1090761 的中 ��� 7028（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．0―48．7―1：01．6―1：14．1―1：26．3―1：38．4―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セントレオナード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2018．10．28 東京3着

2016．3．7生 牡3鹿 母 リリーオブザヴァレー 母母 Pennegale 6戦2勝 賞金 19，600，000円



20021 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第9競走 ��
��1，000�3歳以上2勝クラス

発走14時15分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

77 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 432＋ 2 58．9 2．2�

44 ク ー リ ュ 牝5鹿 55 黛 弘人ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 476－ 8 〃 クビ 7．4�
55 ポップシンガー 牝5鹿 55

54 ☆横山 武史村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 458－ 2 59．0� 6．3�
22 ガ ウ ル 牡4鹿 57 C．ルメール 吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480－ 8 59．42 2．8�
11 キセキノムスメ 牝6青鹿55 横山 和生�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 458－ 2 59．5	 21．3	
66 セレナライティア 牝4栗 55

52 ▲菅原 明良島川 利子氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 2 59．6� 29．0


33 ロイヤルメジャー 牝5鹿 55 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 452－ 21：00．23� 51．6�
88 モルフェオルフェ 牝4鹿 55

52 ▲団野 大成並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 430± 01：01．05 18．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 30，497，700円 複勝： 25，908，200円 枠連： 発売なし
馬連： 46，538，200円 馬単： 28，371，400円 ワイド： 27，337，100円
3連複： 48，416，600円 3連単： 119，530，700円 計： 326，599，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 370円 �� 260円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 4，740円

票 数

単勝票数 計 304977 的中 � 110241（1番人気）
複勝票数 計 259082 的中 � 85644（1番人気）� 34044（3番人気）� 32444（4番人気）
馬連票数 計 465382 的中 �� 36213（4番人気）
馬単票数 計 283714 的中 �� 14571（5番人気）
ワイド票数 計 273371 的中 �� 18046（5番人気）�� 28211（2番人気）�� 17163（6番人気）
3連複票数 計 484166 的中 ��� 35446（3番人気）
3連単票数 計1195307 的中 ��� 18247（15番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．5―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．3―34．8―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．6
3 ・（6，7）8（1，2）－4－（3，5） 4 ・（6，7）2，1（4，8）－5，3
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 23戦4勝 賞金 49，470，000円

20022 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第10競走 ��
��1，200�

た ち ま ち み さ き

立 待 岬 特 別
発走14時50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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

68 � 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 B462－ 21：09．5 6．9�

56 ジュブリーユ 牝5芦 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B492± 0 〃 アタマ 70．2�
811 アールランペイジ 牡3鹿 54 横山 武史前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 498－ 2 〃 アタマ 18．7�
11 アドマイヤデルタ 牡3鹿 54 吉田 隼人近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484－ 61：09．81	 2．3�
67 イッツマイターン 牡4鹿 57 柴山 雄一岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大

作ステーブル B508－ 6 〃 ハナ 46．2�
55 フラウティスタ 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム B442－ 41：09．9クビ 9．8	
812� コスモペリドット 牡5栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 502＋ 61：10．11
 3．5

22 ア マ デ ウ ス 牡3黒鹿54 岩田 康誠中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育

成牧場 450－ 41：10．31
 12．2�
79 � ソフトポジション 牡4鹿 57 川島 信二北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 466－ 21：10．51 14．0�
33 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± 01：10．6	 33．4
710� リネンコジーン 牡4芦 57 勝浦 正樹戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 474± 01：10．91	 114．6�
44 タイドオブハピネス 牡3黒鹿54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：11．0� 38．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 38，419，900円 複勝： 44，772，500円 枠連： 13，953，000円
馬連： 71，353，200円 馬単： 34，915，600円 ワイド： 46，981，600円
3連複： 97，380，100円 3連単： 142，104，900円 計： 489，880，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 230円 � 1，850円 � 480円 枠 連（5－6） 2，090円

馬 連 �� 23，570円 馬 単 �� 32，010円

ワ イ ド �� 6，430円 �� 2，200円 �� 17，260円

3 連 複 ��� 144，910円 3 連 単 ��� 741，190円

票 数

単勝票数 計 384199 的中 � 44192（3番人気）
複勝票数 計 447725 的中 � 60940（3番人気）� 5386（11番人気）� 23356（7番人気）
枠連票数 計 139530 的中 （5－6） 5169（10番人気）
馬連票数 計 713532 的中 �� 2346（42番人気）
馬単票数 計 349156 的中 �� 818（75番人気）
ワイド票数 計 469816 的中 �� 1876（45番人気）�� 5597（21番人気）�� 694（62番人気）
3連複票数 計 973801 的中 ��� 504（163番人気）
3連単票数 計1421049 的中 ��� 139（894番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�デルマキセキ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Night Shift デビュー 2017．6．25 函館1着

2015．3．2生 牝4鹿 母 Tashawak 母母 Dedicated Lady 15戦2勝 賞金 36，522，000円
※ジュブリーユ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



20023 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第11競走 ��
��1，700�デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，30．7．7以降1．6．30まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

デルマーサラブレッドクラブ賞（1着）
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

33 リアンヴェリテ 牡5鹿 57 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490＋ 41：43．3 1．7�

58 モズアトラクション 牡5栗 56 藤岡 康太 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 494± 0 〃 クビ 5．2�
57 カ ゼ ノ コ 牡8鹿 57 荻野 極�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 B452－ 61：44．25 43．4�
45 メイショウスミトモ 牡8鹿 55 柴山 雄一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－181：44．3� 112．2�
711 サ ン グ ラ ス 牡8青鹿56 藤岡 佑介玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B502－ 2 〃 ハナ 24．6�
34 アキトクレッセント 牡7鹿 55 池添 謙一岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 21：44．4クビ 34．3	
610 カ ラ ク プ ア 	6黒鹿54 石川裕紀人�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B484＋ 2 〃 クビ 19．7

69 フュージョンロック 牡5栗 55 富田 暁金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494± 01：44．61
 10．6�
813 タムロミラクル 牡7青鹿55 横山 武史谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470± 0 〃 アタマ 41．5�
712 マイネルバサラ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 476－ 21：44．8� 67．9
11 サトノプライム 牡5鹿 54 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 508＋ 61：45．22� 19．7�
22 リーゼントロック 牡8黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 512－101：45．94 9．0�
814 ジョーストリクトリ 牡5鹿 56 吉田 隼人上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 516＋101：46．32� 52．3�
46 ドライヴナイト 牡6黒鹿55 加藤 祥太桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 B518－ 21：48．6大差 77．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 63，788，900円 複勝： 105，453，800円 枠連： 41，596，000円
馬連： 177，793，000円 馬単： 93，849，300円 ワイド： 103，330，600円
3連複： 283，873，900円 3連単： 471，655，500円 計： 1，341，341，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 600円 枠 連（3－5） 440円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，320円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 10，040円

票 数

単勝票数 計 637889 的中 � 295965（1番人気）
複勝票数 計1054538 的中 � 560248（1番人気）� 120644（2番人気）� 18013（10番人気）
枠連票数 計 415960 的中 （3－5） 72071（1番人気）
馬連票数 計1777930 的中 �� 249362（1番人気）
馬単票数 計 938493 的中 �� 105294（1番人気）
ワイド票数 計1033306 的中 �� 126353（1番人気）�� 18205（15番人気）�� 11381（23番人気）
3連複票数 計2838739 的中 ��� 45553（15番人気）
3連単票数 計4716555 的中 ��� 34028（26番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．7―12．1―12．2―12．2―12．4―12．4―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．5―41．6―53．8―1：06．0―1：18．4―1：30．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．3
1
3
・（3，6）9－（4，12）－2（5，10）－14－8－11，1（7，13）
3（4，9）（6，12）（5，2）10（14，8）11（1，13）－7

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

勝馬の
紹 介

リアンヴェリテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．11．26 東京3着

2014．5．22生 牡5鹿 母 ルミエールヴェリテ 母母 Play School 20戦6勝 賞金 109，027，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドライヴナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月7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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ゴールデンブレイヴ号・プレスティージオ号

20024 7月7日 曇 良 （1函館2） 第2日 第12競走 ��1，800�
じま

か も め 島 特 別
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

55 リンディーホップ 牝4青鹿55 岩田 康誠 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 21：49．0 2．6�

22 サクラユニヴァース 牝4青鹿55 藤岡 佑介�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 468＋ 2 〃 クビ 4．7�
66 レッドベルローズ 牝4青鹿55 C．ルメール �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 480＋101：49．21� 2．8�
77 ル ー モ ス 牝4黒鹿55 横山 武史山本 武司氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 478＋101：49．41� 45．3�
44 バケットリスト 牝4鹿 55 菱田 裕二宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 482± 01：49．5� 25．3	
33 ノーブルカリナン 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 460＋12 〃 クビ 4．1

11 フレスコパスト 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 21：49．71� 88．5�

（7頭）

売 得 金
単勝： 55，238，800円 複勝： 44，264，100円 枠連： 発売なし
馬連： 76，436，700円 馬単： 46，664，500円 ワイド： 38，706，000円
3連複： 77，547，300円 3連単： 245，848，100円 計： 584，705，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 170円 �� 160円 �� 220円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，750円

票 数

単勝票数 計 552388 的中 � 164546（1番人気）
複勝票数 計 442641 的中 � 133108（1番人気）� 80812（4番人気）
馬連票数 計 764367 的中 �� 115062（3番人気）
馬単票数 計 466645 的中 �� 45801（3番人気）
ワイド票数 計 387060 的中 �� 60881（2番人気）�� 65613（1番人気）�� 39909（6番人気）
3連複票数 計 775473 的中 ��� 149113（2番人気）
3連単票数 計2458481 的中 ��� 101562（4番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．4―12．1―12．2―12．1―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．2―49．3―1：01．5―1：13．6―1：25．4―1：37．0

コーナー
通過順位

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

2
4
2，5（1，3）6（7，4）
2，5（1，3）（6，4）7

勝馬の
紹 介

リンディーホップ �

父 ハーツクライ �


母父 Sri Pekan デビュー 2017．12．28 中山10着

2015．2．26生 牝4青鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 11戦3勝 賞金 41，570，000円

３レース目



（1函館2）第2日 7月7日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 138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

205，700，000円
2，460，000円
17，800，000円
1，110，000円
21，800，000円
57，997，000円
3，588，000円
1，324，800円

勝馬投票券売得金
409，166，600円
623，523，600円
124，188，000円
692，908，100円
391，729，000円
469，722，600円
964，935，000円
1，680，506，900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 5，356，679，800円

総入場人員 6，888名 （有料入場人員 5，905名）
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