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16025 6月20日 曇 良 （2函館1） 第3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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

12 エールヴィフ 牝3鹿 54 池添 謙一佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 498＋ 61：09．2 3．4�
714� サトノジヴェルニー 牡3栗 56 武 豊 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 440－141：09．41� 5．6�
35 オパールシャルム 牝3栗 54 横山 武史落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 466－ 81：09．5� 2．7�
11 ジュンジュン 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 482＋ 21：09．6クビ 17．2�
23 サントマリー 牝3栗 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 428－141：09．91� 116．2�
815 ゴールドオーク 牝3青鹿54 柴山 雄一シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 矢野牧場 502－ 41：10．0� 19．9	
36 � ブレイムドーター 牝3鹿 54 吉田 隼人小川眞査雄氏 小野 次郎 米 Indian Creek

& Nicky Drion B392± 0 〃 クビ 63．5

612 マクラーレンベール 牡3鹿 56 横山 和生 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496－101：10．21� 25．6�
24 ジュネスドール 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 賀張中川牧場 444± 01：10．41 89．5

611 ヨドノウイング 牡3栗 56 黛 弘人海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 452－14 〃 クビ 352．3�
48 ゴープラチナム 牝3芦 54 松田 大作前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 岡田スタツド 424－ 41：10．5� 15．1�
816 ハリケーンメファ 牝3芦 54 勝浦 正樹手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 B448＋10 〃 クビ 168．4�
47 ビップリバプール 牡3栗 56 坂井 瑠星鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 486± 01：10．6クビ 76．6�
59 ペイシャハミング 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 石栗 龍彦 浦河 梅田牧場 430＋ 21：10．81� 77．2�
713 ピュアスマート 牝3芦 54

51 ▲亀田 温心田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 412＋ 61：11．01� 11．7�
510 サクセスハーモニー 牝3栗 54 大野 拓弥髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 440－ 21：11．31� 20．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，433，500円 複勝： 53，892，000円 枠連： 10，442，800円
馬連： 54，601，300円 馬単： 24，247，500円 ワイド： 51，389，600円
3連複： 93，009，200円 3連単： 83，768，700円 計： 401，784，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 160円 � 110円 枠 連（1－7） 610円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 350円 �� 240円 �� 310円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 4，630円

票 数

単勝票数 計 304335 的中 � 70156（2番人気）
複勝票数 計 538920 的中 � 123409（2番人気）� 64467（3番人気）� 146045（1番人気）
枠連票数 計 104428 的中 （1－7） 13166（3番人気）
馬連票数 計 546013 的中 �� 55833（2番人気）
馬単票数 計 242475 的中 �� 13762（3番人気）
ワイド票数 計 513896 的中 �� 34953（3番人気）�� 57462（1番人気）�� 41048（2番人気）
3連複票数 計 930092 的中 ��� 84311（1番人気）
3連単票数 計 837687 的中 ��� 13117（5番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エールヴィフ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Holy Roman Emperor デビュー 2019．10．20 京都3着

2017．3．17生 牝3鹿 母 サンドスラッシュ 母母 Slap Shot 7戦1勝 賞金 10，970，000円
〔3走成績による出走制限〕 ヨドノウイング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月20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 タマモマクシム号

16026 6月20日 曇 良 （2函館1） 第3日 第2競走 1，000�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

56 ローズオブシャロン 牝3青鹿54 池添 謙一�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460－ 6 59．0 13．0�

22 ゴーゴーレイワ 牝3黒鹿 54
53 ☆団野 大成上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 462－ 4 59．74 4．3�

710 レディオタイムズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 476－ 4 59．91� 3．8�
44 グラナートロート 牝3栗 54 吉田 隼人 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 432＋ 41：00．0クビ 6．8�
812 ベルサンライズ 牝3鹿 54 加藤 祥太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474－ 31：00．21� 71．0	
68 ブレイヴガール 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心西森 功氏 吉田 直弘 新冠 隆栄牧場 444＋ 41：00．41 3．3

67 キモンルビー 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 460＋ 21：00．61� 36．3�
11 サイモンベラーノ 牝3栗 54 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 468－ 21：01．13 10．0�
55 ハヤブサピアーノ 牝3栗 54 丹内 祐次武田 修氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 B470－ 21：01．2� 29．9
79 ラヴアンドゲーム 牝3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 434＋ 61：01．41� 47．4�
33 アラマーチャン 牝3黒鹿54 坂井 瑠星戸佐 眞弓氏 小桧山 悟 新ひだか 嶋田牧場 444－ 41：01．93 116．6�
811 ヌーヴォーロジェ 牝3鹿 54 藤岡 康太河村 祥史氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 B466－ 21：03．510 38．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，549，400円 複勝： 47，183，200円 枠連： 7，039，000円
馬連： 43，987，700円 馬単： 21，475，300円 ワイド： 39，994，500円
3連複： 59，617，500円 3連単： 75，344，000円 計： 321，190，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 330円 � 170円 � 150円 枠 連（2－5） 2，360円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，540円

ワ イ ド �� 880円 �� 770円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 27，120円

票 数

単勝票数 計 265494 的中 � 16270（6番人気）
複勝票数 計 471832 的中 � 28773（6番人気）� 76814（3番人気）� 95642（2番人気）
枠連票数 計 70390 的中 （2－5） 2309（12番人気）
馬連票数 計 439877 的中 �� 12239（11番人気）
馬単票数 計 214753 的中 �� 2461（25番人気）
ワイド票数 計 399945 的中 �� 11147（12番人気）�� 12982（11番人気）�� 26001（5番人気）
3連複票数 計 596175 的中 ��� 14774（12番人気）
3連単票数 計 753440 的中 ��� 2014（94番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．1―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―35．0―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローズオブシャロン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2020．1．13 中山2着

2017．3．2生 牝3青鹿 母 ジャルダンスクレ 母母 Go Classic 5戦1勝 賞金 8，010，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヌーヴォーロジェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月20日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ハヤブサピアーノ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月20日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノティファニー号・スナイプトウショウ号・デルマエメラルド号

第１回 函館競馬 第３日



16027 6月20日 晴 良 （2函館1） 第3日 第3競走 2，000�3歳未勝利
発走10時55分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

45 ピースディオン 牡3鹿 56 池添 謙一久米田正平氏 大竹 正博 新冠 秋田牧場 498＋ 41：59．7 3．8�
813 マッチレスノヴェル 牝3栗 54 横山 武史吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：59．91� 3．0�
11 ヴァイスリヒト 牡3栗 56 古川 吉洋�G1レーシング 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 22：00．53� 17．0�
812 シャムロックヒル 牝3芦 54 国分 恭介 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 492＋14 〃 ハナ 14．4�
69 ペルセウスシチー 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 460－ 22：00．71� 6．1	
22 マテンロウヒーロー 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心寺田 秀樹氏 角田 晃一 新冠 パカパカ
ファーム 466－ 42：01．55 66．8


56 ラ ジ ゼ ル 牝3鹿 54
51 ▲山田 敬士安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 424＋ 42：02．35 169．9�

68 ロードアルビオン 牡3鹿 56 吉田 隼人 �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 436－ 62：02．83 21．6�
710 マイネルアイガテ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 520－102：03．01� 52．6
711 エムテイオー 牡3鹿 56 武 豊大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 B510± 02：03．53 8．1�
33 ラティチュード 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 488＋ 82：03．6クビ 8．4�
57 モーニングレイン 牝3栗 54 藤岡 康太今村 明浩氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 B456± 02：06．7大差 118．6�
44 エフティクルーク 牡3青鹿 56

53 ▲秋山 稔樹吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 アタマ 31．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，047，200円 複勝： 41，995，000円 枠連： 7，588，800円
馬連： 41，524，400円 馬単： 19，776，900円 ワイド： 37，830，200円
3連複： 56，548，200円 3連単： 62，758，100円 計： 297，068，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 150円 � 300円 枠 連（4－8） 480円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 260円 �� 860円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 12，820円

票 数

単勝票数 計 290472 的中 � 60894（2番人気）
複勝票数 計 419950 的中 � 82223（2番人気）� 84240（1番人気）� 27212（6番人気）
枠連票数 計 75888 的中 （4－8） 12060（1番人気）
馬連票数 計 415244 的中 �� 48679（1番人気）
馬単票数 計 197769 的中 �� 10791（2番人気）
ワイド票数 計 378302 的中 �� 44244（1番人気）�� 10397（10番人気）�� 8098（17番人気）
3連複票数 計 565482 的中 ��� 12404（7番人気）
3連単票数 計 627581 的中 ��� 3548（21番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．8―12．1―11．8―12．0―12．4―12．2―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．0―34．8―46．9―58．7―1：10．7―1：23．1―1：35．3―1：47．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ピースディオン �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 サニングデール デビュー 2020．5．31 東京4着

2017．3．19生 牡3鹿 母 ロジディオン 母母 ウメノディオン 2戦1勝 賞金 5，870，000円
〔制裁〕 ピースディオン号の騎手池添謙一は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：3番・6番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モーニングレイン号・エフティクルーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

7月20日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 モーニングレイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月20日まで平地競走に出走で

きない。

16028 6月20日 晴 良 （2函館1） 第3日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

22 シ ェ ー ン 牝3芦 54
51 ▲亀田 温心�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 21：47．6 2．0�
67 トリプルプレイ 牝3黒鹿54 荻野 琢真藤田 好紀氏 寺島 良 浦河 福田牧場 420± 01：47．81� 63．3�
68 ラ ス ト ラ フ 牝3栗 54 池添 謙一 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 484－ 41：48．01 8．9�
11 ティケイプルメリア 牝3鹿 54 藤岡 康太田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 448＋101：48．21 8．1�
812 ローヌグレイシア 牝3芦 54

53 ☆団野 大成 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B490＋ 81：48．3� 5．0	
811 ワイルドキャット 牝3黒鹿54 菱田 裕二岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 420－ 61：48．61� 16．1

33 ゾ ー ル シ カ 牝3芦 54 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 434－ 61：49．13 27．3�
79 サンバトルクリーク 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 浦河 丸村村下
ファーム 472± 01：49．52� 158．1�

44 ファートゥア 牝3栗 54 横山 武史 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：49．6� 10．0
710 ミツルグロウ 牝3芦 54 松田 大作守内ひろ子氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 432± 0 〃 ハナ 47．7�
55 ウインクランベリー 牝3栗 54 黛 弘人�ウイン 新谷 功一 新冠 コスモヴューファーム 404－ 41：50．34 76．2�
56 ウインセレナード 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 468－ 21：50．51� 14．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，580，100円 複勝： 44，274，300円 枠連： 6，163，400円
馬連： 39，654，700円 馬単： 21，166，100円 ワイド： 39，264，200円
3連複： 59，165，400円 3連単： 76，991，300円 計： 318，259，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 930円 � 220円 枠 連（2－6） 910円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 9，210円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 440円 �� 7，730円

3 連 複 ��� 13，770円 3 連 単 ��� 47，380円

票 数

単勝票数 計 315801 的中 � 125212（1番人気）
複勝票数 計 442743 的中 � 140801（1番人気）� 7735（10番人気）� 46288（4番人気）
枠連票数 計 61634 的中 （2－6） 5228（3番人気）
馬連票数 計 396547 的中 �� 4836（21番人気）
馬単票数 計 211661 的中 �� 1723（30番人気）
ワイド票数 計 392642 的中 �� 4622（21番人気）�� 25471（3番人気）�� 1219（47番人気）
3連複票数 計 591654 的中 ��� 3222（41番人気）
3連単票数 計 769913 的中 ��� 1178（152番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．9―12．3―12．8―12．5―12．9―13．6―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．9―42．2―55．0―1：07．5―1：20．4―1：34．0

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

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

勝馬の
紹 介

シ ェ ー ン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．19 京都中止

2017．3．28生 牝3芦 母 ヴァイセフラウ 母母 ラ テ ィ ー ル 8戦1勝 賞金 14，400，000円
〔制裁〕 ファートゥア号の騎手横山武史は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・1番）
〔3走成績による出走制限〕 ウインクランベリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月20日まで平地競走に出走で

きない。



16029 6月20日 晴 良 （2函館1） 第3日 第5競走 1，200�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
1：09．2
1：07．8

良
良

79 モンファボリ 牝2鹿 54 武 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 412 ―1：08．7レコード 2．9�
22 ホーキーポーキー 牝2栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 452 ―1：09．65 27．6�
33 キ ン バ 牡2栃栗54 松田 大作ケーエスHD 武 英智 新ひだか 前谷 武志 430 ―1：09．92 97．7�
44 カモミールティー 牡2鹿 54 大野 拓弥保坂 和孝氏 小笠 倫弘 平取 清水牧場 452 ―1：10．0� 7．3�
811 ゴ ラ ン デ ィ 牡2鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 424 ―1：10．1クビ 16．6�
67 ラ ピ カ ズ マ 牡2黒鹿54 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 460 ―1：10．31� 2．2	
11 エターナルルビー 牝2鹿 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 406 ―1：10．51 12．8

66 ハ テ ン コ ウ 牡2栗 54 横山 和生村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 シグラップファーム 428 ―1：11．77 44．7�
810 ターニングアップ 牡2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 中本 隆志 440 ―1：12．65 115．4�
55 サンラクロス 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成 加藤ステーブル 本間 忍 日高 厚賀古川牧場 420 ―1：12．81� 45．2�
78 ケルフィリー 牡2青鹿54 藤岡 康太ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 478 ―1：13．33 33．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，319，400円 複勝： 46，484，900円 枠連： 5，571，300円
馬連： 47，170，000円 馬単： 29，194，300円 ワイド： 38，585，900円
3連複： 64，865，300円 3連単： 110，301，400円 計： 392，492，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 180円 � 550円 � 1，900円 枠 連（2－7） 3，240円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 2，820円 �� 10，690円

3 連 複 ��� 58，540円 3 連 単 ��� 212，110円

票 数

単勝票数 計 503194 的中 � 140840（2番人気）
複勝票数 計 464849 的中 � 88450（2番人気）� 19870（6番人気）� 5139（10番人気）
枠連票数 計 55713 的中 （2－7） 1331（10番人気）
馬連票数 計 471700 的中 �� 10492（11番人気）
馬単票数 計 291943 的中 �� 4628（15番人気）
ワイド票数 計 385859 的中 �� 9879（11番人気）�� 3493（21番人気）�� 904（46番人気）
3連複票数 計 648653 的中 ��� 831（87番人気）
3連単票数 計1103014 的中 ��� 377（321番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．3―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―45．0―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンファボリ �
�
父 Frankel �

�
母父 Congrats 初出走

2018．2．16生 牝2鹿 母 フォエヴァーダーリング 母母 Darling My Darling 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 サンラクロス号・ケルフィリー号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

16030 6月20日 晴 良 （2函館1） 第3日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12時45分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

610 ヒルノアントラ 牡3青鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B468± 01：48．3 2．4�
34 ブルベアカロリー 牡3鹿 56 国分 恭介 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 若林牧場 478＋ 21：48．4� 7．5�
22 オ ッ ト 牡3黒鹿56 吉田 隼人中辻 明氏 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 404± 0 〃 ハナ 31．6�
69 コスモスーベニア 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 酒井 秀紀 530＋121：48．5クビ 9．1�
46 オーロラテーラー 牝3栗 54 池添 謙一中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 462－ 8 〃 クビ 24．1	
45 メイショウシシオウ 牡3黒鹿56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 490－ 2 〃 アタマ 11．1

11 アポロファントム 牡3鹿 56 武 豊アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 446－ 21：48．6クビ 7．3�
711 エーティーボストン 牡3栗 56

55 ☆団野 大成荒木 徹氏 木原 一良 浦河 宮内牧場 484－ 21：48．81� 57．9�
814 マ ブ ル ー ク 牡3青鹿56 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 2 〃 ハナ 26．4
33 アグードイメル 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士ケーエスHD 小野 次郎 平取 稲原牧場 480± 01：48．9クビ 9．6�
58 プレシャススパート 牝3栗 54 勝浦 正樹日向 均氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 498± 01：49．43 113．3�
813 スタインウェイ �3黒鹿56 丸山 元気 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 504± 01：49．71� 12．2�
57 プ ロ ス ペ ロ 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 490＋181：50．01� 23．7�
712 レジーナクィーン 牝3芦 54 柴山 雄一坂田 行夫氏 土田 稔 新冠 村上 進治 B438－10 （競走中止） 152．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，835，400円 複勝： 44，268，900円 枠連： 7，632，900円
馬連： 39，486，900円 馬単： 17，441，100円 ワイド： 39，004，500円
3連複： 63，299，500円 3連単： 73，683，500円 計： 314，652，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 230円 � 580円 枠 連（3－6） 510円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，350円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 26，320円

票 数

単勝票数 計 298354 的中 � 98630（1番人気）
複勝票数 計 442689 的中 � 123797（1番人気）� 43666（4番人気）� 13931（11番人気）
枠連票数 計 76329 的中 （3－6） 11405（1番人気）
馬連票数 計 394869 的中 �� 27705（3番人気）
馬単票数 計 174411 的中 �� 7535（4番人気）
ワイド票数 計 390045 的中 �� 19816（4番人気）�� 7261（17番人気）�� 4474（27番人気）
3連複票数 計 632995 的中 ��� 6533（22番人気）
3連単票数 計 736835 的中 ��� 2029（70番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．6―12．8―12．6―12．3―12．9―13．2―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．8―43．6―56．2―1：08．5―1：21．4―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヒルノアントラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2019．10．6 京都7着

2017．5．29生 牡3青鹿 母 ウエストローズ 母母 グーニグーフー 10戦1勝 賞金 12，440，000円
〔競走中止〕 レジーナクィーン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 アグードイメル号の騎手山田敬士は，2コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。

アグードイメル号の騎手山田敬士は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）



16031 6月20日 晴 良 （2函館1） 第3日 第7競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時15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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

79 スリーピート 牡3栗 54
53 ☆団野 大成永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 498－ 2 58．9 4．3�

44 � イ ッ シ ン 牡3鹿 54 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff
Farm 564＋14 〃 クビ 1．9�

710 メイショウメイリン 牡4黒鹿 57
54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470－ 6 59．32� 24．6�

67 ディーズローリエ 牝3黒鹿52 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 438＋ 4 〃 アタマ 10．2�
11 � キュウドウクン 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 466± 0 59．51� 7．5�
55 シルヴァーメテオ 牡6芦 57

54 ▲秋山 稔樹ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 496－ 6 59．6� 65．7	
811 ストームガスト 牡4黒鹿57 横山 武史�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 452－ 4 〃 ハナ 18．0

68 トーセンリズム 牡3黒鹿54 丹内 祐次島川 �哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 8 〃 アタマ 17．5�
56 サンバパレード 牝4栗 55 水口 優也山上 和良氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 470＋16 59．81� 16．7
812 ケイゴールド 牝4青鹿55 黛 弘人布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 474－ 4 〃 ハナ 75．5�
33 	 タニマサベーカ 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士谷 正之氏 星野 忍 新冠 堤 牧場 472＋101：00．0
 41．8�
22 	 クリノマンジェリカ 牝4青鹿55 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 村上牧場 460± 01：00．95 44．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，180，200円 複勝： 48，431，800円 枠連： 7，109，100円
馬連： 46，571，000円 馬単： 26，765，700円 ワイド： 44，890，600円
3連複： 65，723，600円 3連単： 91，975，000円 計： 371，647，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 130円 � 350円 枠 連（4－7） 500円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，090円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 13，720円

票 数

単勝票数 計 401802 的中 � 73935（2番人気）
複勝票数 計 484318 的中 � 60064（3番人気）� 137849（1番人気）� 24924（8番人気）
枠連票数 計 71091 的中 （4－7） 10862（1番人気）
馬連票数 計 465710 的中 �� 55761（1番人気）
馬単票数 計 267657 的中 �� 14483（3番人気）
ワイド票数 計 448906 的中 �� 41454（2番人気）�� 9839（14番人気）�� 10595（12番人気）
3連複票数 計 657236 的中 ��� 14861（10番人気）
3連単票数 計 919750 的中 ��� 4858（35番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．1―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーピート �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．11．16 京都5着

2017．4．22生 牡3栗 母 アンケセナーメン 母母 ミヤビトップレディ 8戦2勝 賞金 19，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アンビル号・マルモマリア号

16032 6月20日 晴 良 （2函館1） 第3日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

11 フクノナルボンヌ 牝4栗 55 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社
ケイズ 514＋ 41：08．7 7．4�

55 インザムービー 牝3鹿 52 国分 恭介安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 480－ 41：08．8� 4．1�
33 ノーブルプルート 牝6鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 488± 0 〃 ハナ 7．2�
66 � タイセイブランシュ 牝4芦 55 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 勝春 462＋24 〃 ハナ 70．8�
79 ホーリーライン 牝4青鹿 55

54 ☆団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 432＋ 81：09．01� 13．3�

22 メイショウラバンド 牝9鹿 55 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 468± 0 〃 ハナ 12．1	
67 タマノアドレ 牝3鹿 52

49 ▲亀田 温心玉腰 勇吉氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 398－ 21：09．1� 24．8

78 キャンディフロス 牝3芦 52 丸山 元気 �シルクレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 460＋ 81：09．31 2．8�
44 コスモアンジュ 牝3鹿 52 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 474＋10 〃 アタマ 7．3
811 ベルダニューブ 牝5栗 55 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 458－ 21：09．62 27．8�
810� ジェイジーノ 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士吉澤 克己氏 今野 貞一 新冠 川島牧場 426± 01：10．34 115．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，144，800円 複勝： 42，740，200円 枠連： 6，197，000円
馬連： 42，010，200円 馬単： 20，753，300円 ワイド： 37，979，300円
3連複： 58，823，500円 3連単： 81，926，100円 計： 324，574，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 150円 � 190円 枠 連（1－5） 1，210円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 430円 �� 680円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 15，100円

票 数

単勝票数 計 341448 的中 � 36520（5番人気）
複勝票数 計 427402 的中 � 49859（4番人気）� 82905（1番人気）� 56584（3番人気）
枠連票数 計 61970 的中 （1－5） 3955（3番人気）
馬連票数 計 420102 的中 �� 28467（2番人気）
馬単票数 計 207533 的中 �� 5654（8番人気）
ワイド票数 計 379793 的中 �� 22979（3番人気）�� 13614（10番人気）�� 23168（2番人気）
3連複票数 計 588235 的中 ��� 18123（4番人気）
3連単票数 計 819261 的中 ��� 3931（32番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―11．5―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．2―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フクノナルボンヌ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．3．9 中山11着

2016．3．31生 牝4栗 母 ピントゥハティ 母母 シーサイドエンゼル 11戦2勝 賞金 19，300，000円



16033 6月20日 晴 良 （2函館1） 第3日 第9競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走14時15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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

22 ハイパーステージ 牡3芦 54 坂井 瑠星 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 440－ 41：46．6 7．0�
44 フームスムート 牡3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 512＋24 〃 クビ 25．2�
11 シゲルタイタン 牡3鹿 54 横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 476± 01：46．81� 1．5�
77 � ブロッコリー 牡5鹿 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 480－ 41：46．9� 8．2�
55 � ク ロ ヒ ョ ウ 牡4青鹿 57

54 ▲山田 敬士河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 488± 01：47．0クビ 38．9�
89 スズカパンサー 牡3栗 54

51 ▲亀田 温心永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B464＋ 2 〃 クビ 19．2	
88 サウンドテーブル 牡6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B506－101：47．1クビ 6．5

66 シ ン ラ イ 牡4芦 57 丹内 祐次丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 466± 01：47．73� 24．0�
33 マノアフォールズ �4鹿 57 吉田 隼人吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B472＋ 21：50．4大差 45．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，407，400円 複勝： 66，868，900円 枠連： 5，292，900円
馬連： 32，929，500円 馬単： 23，526，200円 ワイド： 30，423，400円
3連複： 47，165，100円 3連単： 106，520，700円 計： 343，134，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 160円 � 380円 � 110円 枠 連（2－4） 9，150円

馬 連 �� 8，190円 馬 単 �� 16，200円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 210円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 33，650円

票 数

単勝票数 計 304074 的中 � 34427（3番人気）
複勝票数 計 668689 的中 � 48099（2番人気）� 13417（7番人気）� 453043（1番人気）
枠連票数 計 52929 的中 （2－4） 448（20番人気）
馬連票数 計 329295 的中 �� 3114（21番人気）
馬単票数 計 235262 的中 �� 1089（38番人気）
ワイド票数 計 304234 的中 �� 3732（22番人気）�� 46357（2番人気）�� 11860（8番人気）
3連複票数 計 471651 的中 ��� 15924（8番人気）
3連単票数 計1065207 的中 ��� 2295（106番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―12．5―12．5―12．8―12．7―13．0―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．8―42．3―54．8―1：07．6―1：20．3―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハイパーステージ 
�
父 ダ ン カ ー ク 

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．12．28 阪神9着

2017．1．31生 牡3芦 母 ラッキーハナチャン 母母 ファンドリオボッコ 7戦2勝 賞金 15，210，000円

16034 6月20日 晴 良 （2函館1） 第3日 第10競走 1，800�
や く も

八 雲 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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

22 ザ イ ラ 牝3鹿 52 吉田 隼人吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 468－161：48．0 9．5�
89 レオンドーロ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B480－ 2 〃 ハナ 4．0�
55 ヴィンクーロ 牝3黒鹿52 池添 謙一 DMMドリームクラブ� 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 428－ 21：48．42� 3．3�
66 アークロイヤル 牝4栗 55 藤岡 康太原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 420＋ 61：48．61� 18．4�
11 ギ ベ ル テ ィ 牡3黒鹿54 武 豊ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 81：48．81� 2．3	
33 イ ル ル ー メ 牡5黒鹿57 山田 敬士西森 功氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド B494－ 61：49．22� 64．2

77 � スリープレッピー �7黒鹿57 加藤 祥太永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 460－101：49．41� 95．6�
44 ナンヨーマーズ 牡6鹿 57 横山 武史中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B462＋ 41：49．5	 11．2�
88 フィールドドウサン 牡5黒鹿57 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 534＋ 21：49．92� 87．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 43，709，700円 複勝： 36，249，600円 枠連： 8，855，500円
馬連： 50，576，300円 馬単： 28，197，800円 ワイド： 40，329，000円
3連複： 72，917，500円 3連単： 139，913，600円 計： 420，749，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 200円 � 130円 � 130円 枠 連（2－8） 1，190円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 510円 �� 450円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 12，190円

票 数

単勝票数 計 437097 的中 � 36611（4番人気）
複勝票数 計 362496 的中 � 35249（5番人気）� 79164（2番人気）� 78116（3番人気）
枠連票数 計 88555 的中 （2－8） 5745（5番人気）
馬連票数 計 505763 的中 �� 24106（5番人気）
馬単票数 計 281978 的中 �� 6516（15番人気）
ワイド票数 計 403290 的中 �� 18934（7番人気）�� 22001（5番人気）�� 44073（3番人気）
3連複票数 計 729175 的中 ��� 34005（6番人気）
3連単票数 計1399136 的中 ��� 8321（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―36．9―49．5―1：01．8―1：13．7―1：25．4―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3
1
3
2－9，5（1，8）（6，7）4－3・（2，9）（5，8）1，6，7－（3，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ザ イ ラ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 Carson City デビュー 2019．10．27 新潟1着

2017．2．15生 牝3鹿 母 カ ー リ ア 母母 De Puntillas 6戦2勝 賞金 20，420，000円



16035 6月20日 曇 良 （2函館1） 第3日 第11競走 ��1，200�S T V 杯
発走15時25分 （芝・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
札幌テレビ放送賞（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

714 ア リ ア 牝5栗 55 武 豊樋口 稔氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510＋ 41：08．5 5．4�

23 カステヘルミ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 436＋ 41：08．81� 14．7�
48 � シルヴェーヌ 牝5鹿 55 黛 弘人西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 454± 01：08．9� 82．6�
12 イルヴェントデーア 牝4鹿 55 丸山 元気 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 442＋ 4 〃 アタマ 11．2�

35 プ レ ト リ ア 	5鹿 57 大野 拓弥多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 462＋ 41：09．0� 8．7�
713 モンテヴェルデ 牡6青鹿57 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B474＋ 2 〃 アタマ 33．6	
816 アスタービーナス 牝5鹿 55 団野 大成加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 412＋ 4 〃 ハナ 10．0

36 
 ボストンテソーロ 牝4鹿 55 池添 謙一了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 Spendthrift
Farm LLC 492＋ 2 〃 アタマ 4．2�

510 ブラッディムーン 牝4黒鹿55 吉田 隼人藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 462± 0 〃 クビ 4．2�
47 テーオーアマゾン 牡4青鹿57 古川 吉洋小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 484－ 41：09．1� 24．7
24 ホッコーシェルビー 牡4黒鹿57 藤岡 康太北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 510－ 2 〃 ハナ 75．7�
612 タガノカルラ 牡4鹿 57 松田 大作八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458± 01：09．2クビ 26．0�
11 ブリングイットオン 牝4鹿 55 荻野 琢真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 450± 01：09．41� 33．3�
59 ミルメルシー 牝4鹿 55 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 474＋ 61：09．5� 108．5�
815 マーマレードガール 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 滝本 健二 476＋281：09．92� 28．8�
611 ブルーハワイアン 牝5栗 55 柴山 雄一村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 466＋ 61：10．43 65．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，129，500円 複勝： 90，175，700円 枠連： 35，704，200円
馬連： 175，412，900円 馬単： 61，633，600円 ワイド： 121，199，400円
3連複： 291，518，900円 3連単： 287，559，100円 計： 1，126，333，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 460円 � 1，760円 枠 連（2－7） 3，440円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 6，780円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 5，790円 �� 9，400円

3 連 複 ��� 76，390円 3 連 単 ��� 294，040円

票 数

単勝票数 計 631295 的中 � 92948（3番人気）
複勝票数 計 901757 的中 � 127091（2番人気）� 48861（7番人気）� 11331（15番人気）
枠連票数 計 357042 的中 （2－7） 8031（15番人気）
馬連票数 計1754129 的中 �� 33406（13番人気）
馬単票数 計 616336 的中 �� 6808（22番人気）
ワイド票数 計1211994 的中 �� 21948（14番人気）�� 5342（60番人気）�� 3273（83番人気）
3連複票数 計2915189 的中 ��� 2862（220番人気）
3連単票数 計2875591 的中 ��� 709（890番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．2―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．5―45．2―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 15（3，8，16）11（2，10）（6，14）（4，7，13）（5，9）（1，12） 4 15（8，16）3（2，10）（6，14）（4，11）13（5，7）9（1，12）

勝馬の
紹 介

ア リ ア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 トワイニング デビュー 2017．6．24 函館1着

2015．4．24生 牝5栗 母 ラプターセイハート 母母 リ リ ウ ム 24戦3勝 賞金 67，157，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ショウナンマッシブ号・マイネルアルケミー号

16036 6月20日 曇 良 （2函館1） 第3日 第12競走 1，200�
お し ゃ ま ん べ

長 万 部 特 別
発走16時05分 （芝・右）

3歳以上，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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

66 アドマイヤデルタ 牡4鹿 57 菱田 裕二近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 496＋141：09．1 3．7�
78 � ミニオンペール 牝4鹿 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 466＋10 〃 クビ 15．7�
33 バカラクイーン 牝4栗 55 武 豊�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 476－ 21：09．2クビ 2．5�
810 ヴィクトリアポデル 牡4鹿 57 大野 拓弥西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B490－ 21：09．3� 9．1�
22 � アスタウンデッド 牡3鹿 54 古川 吉洋中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下

ファーム 408－ 2 〃 ハナ 16．5	
55 ヤマニンプレシオサ 牝3黒鹿52 山田 敬士土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 468＋ 21：09．4� 19．9

44 � カズミドリーム 牝5栗 55 坂井 瑠星藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 462－ 6 〃 クビ 25．9�
11 ロイヤルヴィザージ 牝4鹿 55 池添 謙一 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 468＋101：09．5クビ 6．4�
89 プロスペリティ 牝4黒鹿55 嶋田 純次 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B446＋ 2 〃 クビ 8．6
77 � スズカビステー 牡4鹿 57 城戸 義政永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 伏木田牧場 448± 01：11．6大差 186．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，702，000円 複勝： 63，674，500円 枠連： 14，635，600円
馬連： 81，913，800円 馬単： 39，284，500円 ワイド： 63，544，700円
3連複： 109，980，300円 3連単： 185，326，700円 計： 611，062，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 310円 � 130円 枠 連（6－7） 4，060円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 990円 �� 230円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 20，200円

票 数

単勝票数 計 527020 的中 � 111691（2番人気）
複勝票数 計 636745 的中 � 118161（2番人気）� 35684（7番人気）� 167837（1番人気）
枠連票数 計 146356 的中 （6－7） 2788（15番人気）
馬連票数 計 819138 的中 �� 15661（15番人気）
馬単票数 計 392845 的中 �� 4062（26番人気）
ワイド票数 計 635447 的中 �� 14457（15番人気）�� 84380（1番人気）�� 23932（10番人気）
3連複票数 計1099803 的中 ��� 31297（8番人気）
3連単票数 計1853267 的中 ��� 6651（69番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―11．7―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．4―46．1―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 6，10（3，5）2－（1，8）9，4－7 4 6，10（3，5）2（1，8）9，4－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤデルタ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Charismatic デビュー 2018．6．9 阪神4着

2016．3．31生 牡4鹿 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 6戦2勝 賞金 20，601，000円
〔制裁〕 ミニオンペール号の騎手黛弘人は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）



（2函館1）第3日 6月20日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 145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

173，800，000円
1，710，000円
18，430，000円
1，320，000円
19，280，000円
60，328，000円
3，987，500円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
462，038，600円
626，239，000円
122，232，500円
695，838，700円
333，462，300円
584，435，300円
1，042，634，000円
1，376，068，200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 5，242，948，600円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回函館競馬第3日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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