
19001 7月4日 曇 良 （2函館2） 第1日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （芝・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
1：08．7
1：07．8

良
良

66 ホーキーポーキー 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 448－ 41：10．9 1．8�
11 ロ ジ ネ イ ア 牝2黒鹿54 池添 謙一久米田正明氏 古賀 慎明 洞�湖 レイクヴィラファーム 422± 0 〃 クビ 3．6�
44 マリノブロッサム 牝2鹿 54 大野 拓弥�クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 442－ 21：11．53� 4．8�
22 トーセンイヴ 牝2栗 54 横山 和生島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 422－ 21：11．71� 77．2	
77 ニシノカグラ 牝2黒鹿 54

52 △亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 浦河 谷川牧場 408＋ 2 〃 クビ 14．0

55 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± 01：12．02 20．2�
33 ピットフォル 牝2栗 54 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 454－ 41：12．1� 48．6�

（7頭）

売 得 金
単勝： 33，327，800円 複勝： 41，590，300円 枠連： 発売なし
馬連： 37，182，100円 馬単： 26，981，200円 ワイド： 26，945，400円
3連複： 48，970，900円 3連単： 127，487，200円 計： 342，484，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 120円 �� 140円 �� 180円

3 連 複 ��� 260円 3 連 単 ��� 910円

票 数

単勝票数 計 333278 的中 � 156292（1番人気）
複勝票数 計 415903 的中 � 164294（1番人気）� 101451（2番人気）
馬連票数 計 371821 的中 �� 106547（1番人気）
馬単票数 計 269812 的中 �� 46148（1番人気）
ワイド票数 計 269454 的中 �� 66404（1番人気）�� 47446（2番人気）�� 29900（3番人気）
3連複票数 計 489709 的中 ��� 137065（1番人気）
3連単票数 計1274872 的中 ��� 101211（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．6―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．2―47．2―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホーキーポーキー 
�
父 ディスクリートキャット 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．6．20 函館2着

2018．2．28生 牝2栗 母 ファンファーレ 母母 エリモフィナーレ 2戦1勝 賞金 7，900，000円

19002 7月4日 曇 稍重 （2函館2） 第1日 第2競走 ��
��2，400�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 5，100，000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
2：32．8
2：28．6

稍重
不良

55 リ ア ム 牡3鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B520＋ 22：35．5 4．6�
22 マジックウォリアー 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 晴哉氏 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 516± 0 〃 アタマ 3．9�
11 ケイアイタカプナ 牡3黒鹿56 大野 拓弥亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 462± 02：36．03 5．6�
44 セイウンクルーズ 牡3栗 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B518－ 42：36．1� 6．3�
810 カワキタジャズ 牡3鹿 56 池添 謙一川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 536＋ 82：37．05 4．5�
67 ラナウェリナ 牝3鹿 54 吉田 隼人ディアレストクラブ	 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ B496－ 22：38．49 14．7

78 サンシャインキッド 牡3栗 56 菱田 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 元茂牧場 430－ 22：38．5クビ 133．7�
33 クリノターハイ 牡3栗 56 柴山 雄一栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 永村 侑 482－ 22：38．71� 59．8�
66 アイゼングラフ 	3芦 56 丸山 元気藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 434－ 42：39．76 19．9
811 ラレーヌデュバル 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士	ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社
ノースヒルズ B470＋ 22：40．97 12．1�

79 ニシノストロング 	3栗 56
54 △亀田 温心西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 B492＋ 42：43．2大差 174．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，315，600円 複勝： 54，079，200円 枠連： 8，568，400円
馬連： 49，543，200円 馬単： 22，093，000円 ワイド： 44，773，200円
3連複： 72，315，700円 3連単： 82，725，200円 計： 365，413，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 150円 � 200円 枠 連（2－5） 920円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 420円 �� 570円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 10，130円

票 数

単勝票数 計 313156 的中 � 53607（3番人気）
複勝票数 計 540792 的中 � 78267（4番人気）� 107391（1番人気）� 61670（5番人気）
枠連票数 計 85684 的中 （2－5） 7172（4番人気）
馬連票数 計 495432 的中 �� 37503（2番人気）
馬単票数 計 220930 的中 �� 8213（4番人気）
ワイド票数 計 447732 的中 �� 28571（3番人気）�� 19669（9番人気）�� 20223（7番人気）
3連複票数 計 723157 的中 ��� 27668（5番人気）
3連単票数 計 827252 的中 ��� 5916（19番人気）

ハロンタイム 13．4―11．3―12．4―12．9―13．2―13．0―13．4―13．3―12．7―13．3―13．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―24．7―37．1―50．0―1：03．2―1：16．2―1：29．6―1：42．9―1：55．6―2：08．9―2：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．6―3F39．9
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

リ ア ム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2019．12．1 中山4着

2017．2．16生 牡3鹿 母 スターダムバウンド 母母 My White Corvette 5戦1勝 賞金 8，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノストロング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月4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〕 ニシノストロング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月4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１日



19003 7月4日 曇 良 （2函館2） 第1日 第3競走 ��1，200�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
1：06．8
1：06．5

良
良

815 ガ リ レ イ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �カナヤマホール
ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 512＋ 61：09．8 6．6�

611 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 470＋ 4 〃 ハナ 3．3�
47 ゴールドリアリティ 牝3鹿 54 杉原 誠人居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 444－ 21：10．01� 313．6�
816 ネオアンビシャス 牝3青鹿54 国分 恭介 �ユートピア牧場 林 徹 むかわ 上水牧場 452－ 2 〃 アタマ 271．7�
713 ハッピーペコ 牝3栗 54 C．ルメール �ローレルレーシング 奥村 豊 新冠 ハクツ牧場 416＋ 61：10．21� 3．2	
12 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 472＋ 4 〃 ハナ 13．0

11 ユーメイドリーム 牝3黒鹿54 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 浦河 金成吉田牧場 436＋ 21：10．3クビ 12．6�
612 アチェロイス 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 菊沢 隆徳 日高 広富牧場 424＋ 4 〃 クビ 13．2�
59 シアープレジャー 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 418－ 21：10．4クビ 26．7
24 メモリアルクイーン 牝3栗 54 丹内 祐次水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 434＋ 21：10．61� 19．6�
48 ピュアスマート 牝3芦 54

52 △亀田 温心田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 410－ 21：10．81� 48．8�
35 ラッキータカチャン 牡3鹿 56 松田 大作奥田 貴敏氏 高橋 康之 新冠 三村 卓也 440－121：11．01 9．2�
714 ブノワデラダンス 牝3栗 54 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 尾関 知人 新ひだか 沼田 照秋 424－ 61：11．32 283．0�
36 エレガントヴォイス 牝3栗 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 480＋ 81：11．51� 32．8�
23 アーティカティカ 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹和田 志保氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 B554＋201：11．71� 269．7�
（15頭）

510 ダノンカオス �3栗 56
55 ☆団野 大成�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 478－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，466，100円 複勝： 44，548，300円 枠連： 7，752，900円
馬連： 35，964，000円 馬単： 15，413，400円 ワイド： 35，269，000円
3連複： 52，037，200円 3連単： 49，985，600円 計： 267，436，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 140円 � 5，550円 枠 連（6－8） 710円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 320円 �� 21，120円 �� 14，090円

3 連 複 ��� 60，220円 3 連 単 ��� 358，800円

票 数

単勝票数 差引計 264661（返還計 22116） 的中 � 31808（3番人気）
複勝票数 差引計 445483（返還計 36709） 的中 � 67399（3番人気）� 114180（1番人気）� 1278（14番人気）
枠連票数 差引計 77529（返還計 552） 的中 （6－8） 8452（2番人気）
馬連票数 差引計 359640（返還計 89341） 的中 �� 36297（2番人気）
馬単票数 差引計 154134（返還計 37744） 的中 �� 6207（4番人気）
ワイド票数 差引計 352690（返還計 78109） 的中 �� 33146（2番人気）�� 391（69番人気）�� 587（60番人気）
3連複票数 差引計 520372（返還計201396） 的中 ��� 648（133番人気）
3連単票数 差引計 499856（返還計213509） 的中 ��� 101（756番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．9―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ リ レ イ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．9．29 阪神6着

2017．4．15生 牡3鹿 母 シシャモチャン 母母 レインボウスズラン 10戦1勝 賞金 12，810，000円
〔競走除外〕 ダノンカオス号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ガリレイ号の騎手菱田裕二は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔3走成績による出走制限〕 ピュアスマート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キタノギャラクシー号・クリムゾンオーラ号・ゴープラチナム号・ホウオウエンジェル号

19004 7月4日 曇 稍重 （2函館2） 第1日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時25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

712 テンチシンメイ 牡3鹿 56 武 豊岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 B502＋ 21：47．1 4．0�
45 アポロファントム 牡3鹿 56 横山 武史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 452＋ 6 〃 クビ 15．8�
57 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 B476－ 21：47．42 6．7�
813 モズナガレボシ 牡3芦 56 大野 拓弥 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 486＋101：47．5� 4．0�
11 メイショウオイワキ 牡3黒鹿 56

54 △亀田 温心松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 B480± 01：47．81� 11．1�
34 クリノシラユキ 牡3芦 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 横井 哲 486－ 6 〃 ハナ 126．7	
58 キ ン ブ レ ル 牡3鹿 56 岩田 康誠 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B470＋101：48．22� 9．1

69 リュウグウハヤブサ 牡3鹿 56 吉田 隼人深澤 朝房氏 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 4 〃 クビ 19．7�
22 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 486－ 41：48．3クビ 12．0�
610 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± 01：48．4� 49．3
711 マロンジェム 牡3栗 56 丸山 元気�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム B484－ 41：48．6� 99．0�
814 サクセスリバース 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士髙嶋 哲氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 500－ 81：48．7� 44．0�
33 トクシーズファー 牝3青鹿54 横山 和生 AIレーシング 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 432－ 41：49．01� 10．4�
46 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 526－ 41：49．31� 18．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，428，100円 複勝： 40，179，600円 枠連： 6，980，700円
馬連： 38，667，100円 馬単： 16，321，600円 ワイド： 38，133，600円
3連複： 67，279，900円 3連単： 62，793，700円 計： 294，784，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 340円 � 190円 枠 連（4－7） 1，490円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 840円 �� 500円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 20，510円

票 数

単勝票数 計 244281 的中 � 48424（2番人気）
複勝票数 計 401796 的中 � 75873（1番人気）� 25039（7番人気）� 55369（3番人気）
枠連票数 計 69807 的中 （4－7） 3630（5番人気）
馬連票数 計 386671 的中 �� 11591（5番人気）
馬単票数 計 163216 的中 �� 3275（7番人気）
ワイド票数 計 381336 的中 �� 11471（4番人気）�� 20803（2番人気）�� 8101（16番人気）
3連複票数 計 672799 的中 ��� 11560（5番人気）
3連単票数 計 627937 的中 ��� 2219（20番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―11．9―12．2―13．1―12．5―12．7―13．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．1―42．3―55．4―1：07．9―1：20．6―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テンチシンメイ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2019．11．24 東京12着

2017．5．30生 牡3鹿 母 パ チ ャ マ マ 母母 レディアモーレ 7戦1勝 賞金 9，170，000円



19005 7月4日 曇 良 （2函館2） 第1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
1：08．7
1：07．8

良
良

66 プロトサマニ 牝2芦 54
53 ☆団野 大成福澤 真吾氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 476 ―1：11．3 9．2�

55 � ボイオートス 牡2鹿 54 横山 武史ゴドルフィン 金成 貴史 愛 Rathregan
Stud 484 ― 〃 ハナ 4．1�

22 ワールドクルーズ 牝2鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 雄二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440 ― 〃 クビ 2．6�

78 グロワールミノル 牡2鹿 54 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：11．61� 28．3�
11 スカイトライア 牡2鹿 54 古川 吉洋水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 468 ―1：11．7� 8．2�
810 スイートアリエス 牝2鹿 54 丹内 祐次前田 清二氏 青木 孝文 日高 シンボリ牧場 458 ―1：11．8� 14．1	
89 ジュンジョウカレン 牝2栗 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 420 ―1：11．9クビ 147．3

33 プライムデイ 牡2黒鹿54 C．ルメール �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 484 ―1：12．11	 4．7�
44 スマーティキャット 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士﨏 文彦氏 小桧山 悟 青森 風ノ丘ファーム 444 ―1：12．52
 110．6
77 マイスクワッド 牝2青鹿54 勝浦 正樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 370 ―1：13．03 79．9�
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売 得 金
単勝： 42，142，100円 複勝： 43，836，000円 枠連： 5，529，600円
馬連： 44，958，800円 馬単： 26，628，100円 ワイド： 38，479，000円
3連複： 59，816，900円 3連単： 100，729，800円 計： 362，120，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 180円 � 140円 � 110円 枠 連（5－6） 2，150円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 400円 �� 320円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 12，600円

票 数

単勝票数 計 421421 的中 � 38494（5番人気）
複勝票数 計 438360 的中 � 45034（5番人気）� 76163（2番人気）� 140717（1番人気）
枠連票数 計 55296 的中 （5－6） 1989（9番人気）
馬連票数 計 449588 的中 �� 22022（7番人気）
馬単票数 計 266281 的中 �� 5181（17番人気）
ワイド票数 計 384790 的中 �� 22632（6番人気）�� 29931（3番人気）�� 46553（1番人気）
3連複票数 計 598169 的中 ��� 36127（4番人気）
3連単票数 計1007298 的中 ��� 5795（47番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―11．8―11．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．8―46．6―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．5
3 ・（5，6）10（7，2）8（1，9）3＝4 4 ・（5，6）10，2－（7，8）1，9，3－4

勝馬の
紹 介

プロトサマニ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2018．4．29生 牝2芦 母 ニンフェッタ 母母 ニンナナンナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19006 7月4日 曇 良 （2函館2） 第1日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 マスターワーク 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：01．8 3．0�
57 エルバルーチェ 牝3栗 54 C．ルメール �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 444＋ 42：02．01� 1．7�
813 ユークレース 牝3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 464－ 22：02．21� 29．5�
711 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 488－ 42：02．3� 7．9�
710 スマイルガール 牝3鹿 54

52 △亀田 温心首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 428＋ 82：02．4� 59．1�
56 ハギノリュクス 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士日隈 良江氏 松田 国英 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458＋302：02．61 56．4	

44 デ ア 牝3鹿 54
53 ☆団野 大成 
カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 424＋ 42：02．7� 99．9�
69 ラインシュプール 牝3黒鹿54 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 B418＋ 22：02．8� 216．9�
68 ウ ラ ニ ア 牝3鹿 54 坂井 瑠星田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 B456－ 22：02．9� 323．0
45 サービスエース 牝3黒鹿54 畑端 省吾 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 日高 出口牧場 436＋ 8 〃 ハナ 34．7�
33 ラガーヴィーヴ 牝3鹿 54 菱田 裕二奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 勝春 442＋262：03．21� 26．8�
812 ジ レ ー ネ 牝3黒鹿54 藤岡 康太
G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408＋ 42：03．51� 13．3�
22 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 430－ 22：04．13� 198．1�
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売 得 金
単勝： 41，956，400円 複勝： 49，089，300円 枠連： 7，601，400円
馬連： 42，082，100円 馬単： 23，423，100円 ワイド： 41，745，200円
3連複： 66，920，100円 3連単： 95，551，200円 計： 368，368，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 340円 枠 連（1－5） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 160円 �� 820円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 計 419564 的中 � 110651（2番人気）
複勝票数 計 490893 的中 � 126366（2番人気）� 158306（1番人気）� 18867（7番人気）
枠連票数 計 76014 的中 （1－5） 22024（1番人気）
馬連票数 計 420821 的中 �� 116832（1番人気）
馬単票数 計 234231 的中 �� 31670（2番人気）
ワイド票数 計 417452 的中 �� 89638（1番人気）�� 10489（12番人気）�� 15333（6番人気）
3連複票数 計 669201 的中 ��� 33726（4番人気）
3連単票数 計 955512 的中 ��� 13402（12番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．2―12．1―12．0―12．3―12．0―12．5―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．7―47．8―59．8―1：12．1―1：24．1―1：36．6―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マスターワーク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2019．8．4 新潟7着

2017．4．1生 牝3鹿 母 イグジビットワン 母母 Tsar’s Pride 7戦1勝 賞金 12，910，000円
〔3走成績による出走制限〕 ウラニア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月4日まで平地競走に出走できない。
※ウラニア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



19007 7月4日 曇 稍重 （2函館2） 第1日 第7競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時15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 7，600，000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

55 ピクシーメイデン 牝4鹿 55 藤岡 佑介ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438＋ 21：44．8 2．6�

44 � マーブルサニー 牝4芦 55
52 ▲山田 敬士下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 478－ 61：45．43� 6．4�
77 ネオファルコン 牝4鹿 55 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 462＋ 61：45．61� 8．1�
11 メイショウカスガ 牝4栗 55 吉田 隼人松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 464＋ 21：45．7	 4．3�
66 ラスティングラヴ 牝3鹿 52

51 ☆団野 大成水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 498－ 81：47．08 2．9�
33 トゥービーシック 牝4黒鹿55 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 444± 01：47．42� 86．0�
22 ヨシノパナギア 牝3青鹿52 丹内 祐次清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 486± 01：49．1大差 99．4	
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売 得 金
単勝： 32，406，800円 複勝： 34，446，600円 枠連： 発売なし
馬連： 31，156，800円 馬単： 20，725，800円 ワイド： 25，002，400円
3連複： 39，979，300円 3連単： 111，548，300円 計： 295，266，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 290円 �� 310円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 5，960円

票 数

単勝票数 計 324068 的中 � 99199（1番人気）
複勝票数 計 344466 的中 � 111980（1番人気）� 46140（4番人気）
馬連票数 計 311568 的中 �� 25190（4番人気）
馬単票数 計 207258 的中 �� 10463（7番人気）
ワイド票数 計 250024 的中 �� 23628（4番人気）�� 20944（5番人気）�� 11030（10番人気）
3連複票数 計 399793 的中 ��� 19888（7番人気）
3連単票数 計1115483 的中 ��� 13568（26番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．3―12．3―12．2―12．1―12．4―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．4―42．7―54．9―1：07．0―1：19．4―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピクシーメイデン 

�
父 エンパイアメーカー 


�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．3．16 中京7着

2016．3．22生 牝4鹿 母 ピクシープリンセス 母母 オータムメロディー 12戦1勝 賞金 24，400，000円

19008 7月4日 曇 稍重 （2函館2） 第1日 第8競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
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 7，600，000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

22 メイショウメイリン 牡4黒鹿 57
55 △亀田 温心松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 464－ 6 58．7 6．9�

56 ア ン ビ ル �4黒鹿57 大野 拓弥�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 480＋ 8 59．02 78．9�
79 オルダージュ 牡4黒鹿57 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 B472－ 8 59．21� 8．1�
44 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55 吉田 隼人田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 434± 0 59．3クビ 15．2�
67 フ ァ ル ー ク �3栗 54 池添 謙一林 正道氏 池添 兼雄 新ひだか 服部 牧場 458＋ 6 59．4� 3．4	
33 フィルムフェスト 牝4青鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 2 59．71� 9．2

812 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 440＋ 2 〃 同着 3．2�
68 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 494－ 2 〃 クビ 27．7�
11 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 B464－ 6 59．8クビ 11．0
55 ア ル カ ウ ン 牝3栗 52

49 ▲山田 敬士 �ビッグレッドファーム 松永 康利 浦河 笹島 智則 430± 01：00．12 23．1�
811 デルマラピスラズリ 牡3鹿 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 504－ 21：00．2クビ 33．7�
710 ヤマチョウヴォイス 牡4黒鹿57 丹内 祐次長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 456－ 41：00．94 198．0�
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売 得 金
単勝： 37，948，900円 複勝： 47，729，400円 枠連： 6，795，400円
馬連： 46，922，500円 馬単： 21，445，900円 ワイド： 40，256，100円
3連複： 67，417，500円 3連単： 82，962，900円 計： 351，478，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 930円 � 230円 枠 連（2－5） 5，480円

馬 連 �� 13，990円 馬 単 �� 21，210円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 760円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 23，580円 3 連 単 ��� 153，830円

票 数

単勝票数 計 379489 的中 � 43599（3番人気）
複勝票数 計 477294 的中 � 68261（3番人気）� 10559（11番人気）� 58503（4番人気）
枠連票数 計 67954 的中 （2－5） 960（23番人気）
馬連票数 計 469225 的中 �� 2598（37番人気）
馬単票数 計 214459 的中 �� 758（65番人気）
ワイド票数 計 402561 的中 �� 3137（36番人気）�� 14345（7番人気）�� 2072（46番人気）
3連複票数 計 674175 的中 ��� 2144（81番人気）
3連単票数 計 829629 的中 ��� 391（481番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．3―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウメイリン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2018．11．17 京都3着

2016．4．2生 牡4黒鹿 母 シニスタークイーン 母母 フォーリアクイーン 16戦2勝 賞金 29，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ガビーズメモリー号



19009 7月4日 曇 稍重 （2函館2） 第1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 イーサンティラノ 牡3黒鹿54 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 佐藤 静子 450－ 61：46．3 16．7�
89 スパンキーワールド �4栗 57 岩田 康誠大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 508＋ 41：46．4� 4．6�
44 リーガルマナー 牡3鹿 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：46．5� 3．5�
33 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± 01：46．71� 3．6�
11 フォレストタウン �6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 	川 啓一 508＋ 21：47．44 12．4�
810
 アッシュドール 牡4鹿 57 横山 和生西 浩明氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 508＋10 〃 アタマ 9．0	
66 フォリオール �4栗 57 横山 武史程田 真司氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 516－121：47．93 21．3

78 スズカパンサー 牡3栗 54

53 ☆団野 大成永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B460－ 21：48．0� 6．1�
55 
 クリノゴーギャン 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 新谷 功一 新ひだか 北洋牧場 454－ 21：48．1� 223．5�
77 クリノブレーヴ 牡3鹿 54

52 △亀田 温心栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム B456＋ 21：48．63 52．9
（10頭）

売 得 金
単勝： 41，253，300円 複勝： 51，046，000円 枠連： 8，574，000円
馬連： 46，860，600円 馬単： 22，428，500円 ワイド： 43，254，700円
3連複： 64，700，600円 3連単： 92，642，100円 計： 370，759，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 450円 � 170円 � 180円 枠 連（2－8） 2，440円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 6，570円

ワ イ ド �� 870円 �� 910円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 30，650円

票 数

単勝票数 計 412533 的中 � 19660（7番人気）
複勝票数 計 510460 的中 � 22952（8番人気）� 89731（2番人気）� 78782（3番人気）
枠連票数 計 85740 的中 （2－8） 2723（10番人気）
馬連票数 計 468606 的中 �� 12706（15番人気）
馬単票数 計 224285 的中 �� 2557（34番人気）
ワイド票数 計 432547 的中 �� 12133（12番人気）�� 11521（14番人気）�� 33655（2番人気）
3連複票数 計 647006 的中 ��� 13931（13番人気）
3連単票数 計 926421 的中 ��� 2191（139番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．9―43．7―56．1―1：08．1―1：20．7―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イーサンティラノ �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 ブラックホーク デビュー 2019．6．30 函館1着

2017．6．4生 牡3黒鹿 母 ブラックウィッチ 母母 キョウワジュテーム 9戦2勝 賞金 19，000，000円

19010 7月4日 曇 良 （2函館2） 第1日 第10競走 ��
��2，000�

が ぎ ゅ う ざ ん

臥 牛 山 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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 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± 02：00．6 3．5�
11 ピースディオン 牡3鹿 54 池添 謙一久米田正平氏 大竹 正博 新冠 秋田牧場 502＋ 42：01．45 2．9�
44 エブリワンブラック 牡3鹿 54 武 豊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 490－ 42：01．61 9．1�
88 トランシルヴァニア �3鹿 54 横山 和生 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 アタマ 60．7�
33 メガディスカバリー �4鹿 57 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 42：01．81	 59．0	
66 レッドアクトレス 牝4栗 55 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 422－ 22：02．33 23．7

77 ナンヨーマーズ 牡6鹿 57 大野 拓弥中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B460－ 22：02．4クビ 40．0�
55 ゼノヴァース 牡3鹿 54 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 450－ 4 〃 ハナ 2．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 54，159，600円 複勝： 50，784，700円 枠連： 発売なし
馬連： 63，441，500円 馬単： 35，587，600円 ワイド： 46，906，100円
3連複： 80，297，600円 3連単： 180，854，100円 計： 512，031，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 150円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 210円 �� 390円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 541596 的中 � 122190（3番人気）
複勝票数 計 507847 的中 � 117772（2番人気）� 90811（3番人気）� 58736（4番人気）
馬連票数 計 634415 的中 �� 116383（3番人気）
馬単票数 計 355876 的中 �� 25927（6番人気）
ワイド票数 計 469061 的中 �� 66467（3番人気）�� 28149（5番人気）�� 25700（6番人気）
3連複票数 計 802976 的中 ��� 48988（4番人気）
3連単票数 計1808541 的中 ��� 24430（18番人気）

ハロンタイム 13．2―10．8―12．4―12．2―12．3―11．8―11．7―11．8―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．0―36．4―48．6―1：00．9―1：12．7―1：24．4―1：36．2―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レオンドーロ 
�
父 スクリーンヒーロー 

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．8．11 新潟4着

2016．5．30生 牝4黒鹿 母 コスモルーシー 母母 ジュリアクイーン 18戦2勝 賞金 43，250，000円



19011 7月4日 曇 良 （2函館2） 第1日 第11競走 ��
��1，200�T V h 杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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

テレビ北海道賞（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 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

611 ビ リ ー バ ー 牝5黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 464± 01：08．9 9．0�
11 アスタールビー 牝4鹿 55 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 450＋ 21：09．0� 4．5�
59 エクレアスパークル 牡6青鹿57 大野 拓弥李 柱坤氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム B468－ 6 〃 クビ 238．3�
12 アンブロジオ 	5栗 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 41：09．1クビ 26．1�
815 メイショウカリン 牝6鹿 55 菱田 裕二松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 506＋ 61：09．2� 37．4�
23 ホープフルサイン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 	アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 488－10 〃 クビ 16．3

48 
 サンノゼテソーロ 牡4芦 57 武 豊了德寺健二ホール

ディングス	 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

452－12 〃 アタマ 5．6�
714 ア リ ア 牝5栗 55 柴山 雄一樋口 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 504－ 61：09．3クビ 14．1�
35 インスピレーション 牡5黒鹿57 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 480－ 41：09．4� 10．5
510 ザイツィンガー 牡4芦 57 藤岡 佑介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 430± 0 〃 ハナ 3．3�
47 
 ショウナンアリアナ 牝4鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 424＋ 41：09．5� 16．2�
24 シュエットヌーベル 牝6栗 55 亀田 温心 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド B476＋ 61：09．6� 36．2�
713 スワーヴアーサー 牡7鹿 57 岩田 康誠	NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 494－ 41：10．45 52．0�
612 スリーケープマンボ 	5鹿 57 竹之下智昭永井商事	 武 英智 浦河 信岡牧場 B480－ 4 〃 ハナ 111．8�
816 ゼ セ ル 牡6鹿 57 城戸 義政ケーエスHD 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 B492＋ 61：10．61� 48．3�
36  マルカテノール 牡6鹿 57 坂井 瑠星日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 476± 01：10．81� 140．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，703，800円 複勝： 121，903，000円 枠連： 35，362，900円
馬連： 198，625，000円 馬単： 67，049，500円 ワイド： 147，175，800円
3連複： 360，056，300円 3連単： 344，095，300円 計： 1，354，971，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 270円 � 180円 � 3，270円 枠 連（1－6） 1，770円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 850円 �� 20，880円 �� 14，290円

3 連 複 ��� 138，550円 3 連 単 ��� 631，560円

票 数

単勝票数 計 807038 的中 � 71098（4番人気）
複勝票数 計1219030 的中 � 117433（4番人気）� 218103（2番人気）� 7311（16番人気）
枠連票数 計 353629 的中 （1－6） 15412（6番人気）
馬連票数 計1986250 的中 �� 68732（7番人気）
馬単票数 計 670495 的中 �� 9725（15番人気）
ワイド票数 計1471758 的中 �� 47304（6番人気）�� 1763（99番人気）�� 2581（91番人気）
3連複票数 計3600563 的中 ��� 1949（284番人気）
3連単票数 計3440953 的中 ��� 395（1403番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．0―11．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．8―45．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ リ ー バ ー �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．6．3 東京3着

2015．1．26生 牝5黒鹿 母 デイドリーマー 母母 ドリームスキーム 30戦4勝 賞金 104，531，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 スギノヴォルケーノ号・タイセイソニック号・ファイブフォース号・フォッサマグナ号・ラベンダーヴァレイ号・

ルガールカルム号
（非抽選馬） 1頭 デルマカトリーナ号

19012 7月4日 小雨 良 （2函館2） 第1日 第12競走 ��
��1，800�

ほっかい

北海ハンデキャップ
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．6．29以降2．6．28まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

78 ジョブックコメン 牝5黒鹿53 武 豊�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 432＋ 21：49．1 4．7�
55 シスターフラッグ 牝5黒鹿53 吉田 隼人合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 526＋ 61：49．31� 7．7�
811 マ ハ ヴ ィ ル 牡5鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋141：49．51� 17．7�
33 レーガノミクス 牡5鹿 55 藤岡 佑介�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 524－ 4 〃 クビ 2．8�
810 ストームリッパー 	4鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B508＋ 2 〃 アタマ 4．4	
79 トモジャファイブ 牡4鹿 53 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 502－ 2 〃 アタマ 51．1

22 シ ャ チ 牡3鹿 52 山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 462± 01：49．6クビ 15．8�
11 プレイヤーサムソン 牡7鹿 53 横山 和生嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 482＋ 41：49．81� 10．7�
44 
 ザプリオレス 牡4鹿 54 菱田 裕二村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 506－ 81：50．11� 14．9
67 ミルメルシー 牝4鹿 51 団野 大成市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 472－ 21：50．95 40．0�
66 スワンボート 牡10鹿 50 亀田 温心田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 498－ 21：52．17 115．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，242，500円 複勝： 70，262，900円 枠連： 14，407，700円
馬連： 106，741，700円 馬単： 44，016，700円 ワイド： 78，334，100円
3連複： 147，246，300円 3連単： 209，778，800円 計： 729，030，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 250円 � 360円 枠 連（5－7） 1，770円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 510円 �� 870円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 24，100円

票 数

単勝票数 計 582425 的中 � 98113（3番人気）
複勝票数 計 702629 的中 � 124401（2番人気）� 70781（4番人気）� 42923（6番人気）
枠連票数 計 144077 的中 （5－7） 6281（7番人気）
馬連票数 計1067417 的中 �� 64041（5番人気）
馬単票数 計 440167 的中 �� 12833（9番人気）
ワイド票数 計 783341 的中 �� 42039（5番人気）�� 22945（9番人気）�� 12313（22番人気）
3連複票数 計1472463 的中 ��� 19952（22番人気）
3連単票数 計2097788 的中 ��� 6310（81番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．8―12．7―12．3―12．2―12．0―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．7―48．4―1：00．7―1：12．9―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4F48．4―3F36．2
1
3
7－4，5－9－（3，6）10（1，8）（2，11）・（7，4）5－9，10，8（3，11）（1，2）6

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

勝馬の
紹 介

ジョブックコメン �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．7．8 福島3着

2015．3．12生 牝5黒鹿 母 カルトマリーヌ 母母 アイリスタイム 38戦3勝 賞金 92，388，000円



（2函館2）第1日 7月4日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 134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

188，260，000円
5，970，000円
21，130，000円
1，140，000円
20，100，000円
57，033，500円
3，685，000円
1，286，400円

勝馬投票券売得金
504，351，000円
649，495，300円
101，573，000円
742，145，400円
342，114，400円
606，274，600円
1，127，038，300円
1，541，154，200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 5，614，146，200円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回函館競馬第1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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