
19049 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5日 第1競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走9時50分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：48．3
1：44．5

良
良

78 ウイングリュック 牡2青鹿54 横山 武史�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 462－ 41：49．8 3．5�
66 ニシノカグラ 牝2黒鹿54 池添 謙一西山 茂行氏 北出 成人 浦河 谷川牧場 406－ 21：50．75 16．4�
22 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 444＋ 2 〃 クビ 7．6�
44 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 408＋ 21：50．91� 82．7�
33 オブデュモンド 牡2黒鹿54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 516－ 61：51．32� 4．2�
55 ピ ナ 牝2鹿 54 吉田 隼人畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 468＋ 81：51．51� 9．2	
67 ジョブックルーチェ 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 464＋ 81：52．56 35．2

11 ビーチリゾート 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 本間 忍 日高 浜本牧場 452＋ 61：52．71� 156．2�
79 ライトニングホーク 牝2黒鹿54 丸山 元気 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 448－ 21：52．8� 3．6
811 サンバデジャネイロ 牝2黒鹿54 藤岡 康太幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 434－121：53．12 22．4�
810 フェスティヴパイカ 牝2鹿 54 野中悠太郎臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 八島 夕起子 418＋ 41：54．27 220．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，170，200円 複勝： 43，736，900円 枠連： 7，360，200円
馬連： 43，721，700円 馬単： 21，193，300円 ワイド： 38，067，700円
3連複： 66，773，500円 3連単： 83，844，200円 計： 335，867，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 340円 � 200円 枠 連（6－7） 960円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 900円 �� 440円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 17，800円

票 数

単勝票数 計 311702 的中 � 74620（1番人気）
複勝票数 計 437369 的中 � 88576（2番人気）� 26958（6番人気）� 57949（4番人気）
枠連票数 計 73602 的中 （6－7） 5927（5番人気）
馬連票数 計 437217 的中 �� 12375（12番人気）
馬単票数 計 211933 的中 �� 3991（19番人気）
ワイド票数 計 380677 的中 �� 10485（14番人気）�� 23402（5番人気）�� 11482（12番人気）
3連複票数 計 667735 的中 ��� 13076（15番人気）
3連単票数 計 838442 的中 ��� 3415（65番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．5―12．1―12．1―12．3―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．7―48．2―1：00．3―1：12．4―1：24．7―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウイングリュック �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2020．6．28 函館3着

2018．3．10生 牡2青鹿 母 コスモフォーチュン 母母 グレースマリヤ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェスティヴパイカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月18日まで平地

競走に出走できない。

19050 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5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

33 ゴーゴーレイワ 牝3黒鹿54 池添 謙一上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 464－ 2 59．9 2．0�
44 レディオタイムズ 牝3鹿 54

52 △亀田 温心下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 490＋141：00．11� 2．8�
710 ゴッドカーヌスティ 牝3鹿 54 藤岡 康太中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 462＋10 〃 アタマ 13．6�
56 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 478＋ 21：00．41� 61．2�
812 タマモカガヤキ 牝3黒鹿54 吉田 隼人タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 442＋ 61：00．61� 8．4�
79 カテドラルロック 牝3栗 54 勝浦 正樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 424± 01：00．81� 16．5	
11 トーレスデルパイネ 牝3栗 54 杉原 誠人
ミルファーム 萱野 浩二 浦河 山下 恭茂 470＋ 21：00．9クビ 13．9�
68 ハ ー イ 牝3栗 54 横山 和生福原 晃氏 的場 均 新ひだか グランド牧場 416－ 81：01．11� 174．9�
22 エンフォーサー 牝3栗 54 黛 弘人 �YGGホースクラブ 伊藤 伸一 日高 藤本ファーム 448－ 61：01．31� 52．2
67 ピノタージュ 牝3鹿 54 横山 武史椎名 節氏 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 464＋301：01．62 55．0�
811 ワ イ ノ ナ 牝3鹿 54 丹内 祐次ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 小島牧場 444± 01：02．13 46．7�
55 アールヘブン 牝3黒鹿54 竹之下智昭前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 440 ―1：12．9大差 133．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，138，700円 複勝： 54，171，700円 枠連： 8，507，100円
馬連： 42，633，200円 馬単： 24，124，400円 ワイド： 41，098，300円
3連複： 67，063，300円 3連単： 100，337，900円 計： 373，074，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（3－4） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 140円 �� 410円 �� 460円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，570円

票 数

単勝票数 計 351387 的中 � 138155（1番人気）
複勝票数 計 541717 的中 � 247985（1番人気）� 110297（2番人気）� 29057（6番人気）
枠連票数 計 85071 的中 （3－4） 27401（1番人気）
馬連票数 計 426332 的中 �� 133198（1番人気）
馬単票数 計 241244 的中 �� 37251（1番人気）
ワイド票数 計 410983 的中 �� 100531（1番人気）�� 20896（5番人気）�� 18165（7番人気）
3連複票数 計 670633 的中 ��� 59752（3番人気）
3連単票数 計1003379 的中 ��� 28200（4番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．6―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．0―34．6―47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴーゴーレイワ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2019．9．8 阪神6着

2017．6．9生 牝3黒鹿 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド 13戦1勝 賞金 17，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アールヘブン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月18日まで平地競走

に出走できない。

第２回 函館競馬 第５日
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



19051 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5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 5，100，000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

34 ウインドジャマー �3鹿 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 492－ 61：46．1 2．6�
69 オメガドラゴン 牡3鹿 56 武 豊原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 480＋ 61：47．37 2．6�
814 ヴ ォ ー ノ 牡3鹿 56 吉田 隼人サイプレスホール

ディングス合同会社 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 478＋ 21：47．4� 24．3�
813 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 B470－ 61：48．14 9．6�
58 サンロックランド 牡3鹿 56 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 496± 01：48．31� 6．7�
712 マロンジェム 牡3栗 56 野中悠太郎�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム B484± 01：48．72 178．1	
11 ピ ュ テ ィ 牝3鹿 54 黛 弘人武田 茂男氏 深山 雅史 北見 久田 公氣 428＋ 41：48．8� 194．6

57 セイカタチバナ 牡3栗 56 柴山 雄一久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 490＋ 61：48．9	 295．0�
22 グッドフェイム 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 472＋14 〃 クビ 74．1
711 ラナウェリナ 牝3鹿 54 藤岡 康太ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ B488－ 81：49．0	 36．8�
46 ブラックシャウト 牡3青鹿56 杉原 誠人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 木村 哲也 新ひだか タイヘイ牧場 B472＋ 61：49．21� 66．0�
610 メイショウオイワキ 牡3黒鹿56 丹内 祐次松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 B482＋ 21：49．3クビ 21．1�
33 オーケーゴールド 牡3栗 56 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 530＋ 61：49．4� 12．6�
45 スターオブジュート 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士�木村牧場 加用 正 日高 木村牧場 424± 01：50．57 418．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，099，500円 複勝： 36，771，500円 枠連： 6，570，000円
馬連： 34，998，700円 馬単： 16，565，700円 ワイド： 32，801，900円
3連複： 56，438，500円 3連単： 66，932，600円 計： 279，178，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 130円 � 330円 枠 連（3－6） 310円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 220円 �� 950円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 280995 的中 � 85681（1番人気）
複勝票数 計 367715 的中 � 77325（2番人気）� 87983（1番人気）� 19352（6番人気）
枠連票数 計 65700 的中 （3－6） 16171（1番人気）
馬連票数 計 349987 的中 �� 66962（1番人気）
馬単票数 計 165657 的中 �� 14682（1番人気）
ワイド票数 計 328019 的中 �� 45999（1番人気）�� 7724（15番人気）�� 11014（9番人気）
3連複票数 計 564385 的中 ��� 19284（6番人気）
3連単票数 計 669326 的中 ��� 6460（16番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．4―11．8―12．6―13．0―13．2―13．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．2―41．0―53．6―1：06．6―1：19．8―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

ウインドジャマー �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．6．16 東京5着

2017．4．26生 �3鹿 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト 11戦1勝 賞金 15，220，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ディーププレザント号
（非抽選馬） 4頭 カラヤン号・コスモスーベニア号・サンスポット号・ベニトアイト号

19052 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5日 第4競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時25分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

59 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± 01：09．1 1．8�
612 ポーカークイーン 牝3鹿 54 藤岡 佑介�三嶋牧場 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 428＋ 41：10．05 9．3�
611 サンデーパームス 牡3鹿 56 水口 優也杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480＋ 81：10．21� 14．3�
11 オレンジブラウニー 牝3鹿 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 430± 01：10．3� 22．6�
714 ゴールドオーク 牝3青鹿54 大野 拓弥シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 矢野牧場 510－ 4 〃 ハナ 28．0�
47 スターオブフォース 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 450－ 8 〃 ハナ 34．8	
24 コスモテキロ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 21：10．4� 5．9

815 ヴァルムチェーナ 牝3黒鹿54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 石坂 公一 新冠 村上 欽哉 436± 01：10．5� 16．6�
510 パームジュメイラ 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成�サンライズ 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 434＋ 2 〃 クビ 69．9
713 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 456＋ 41：10．6� 49．3�
48 アクロスティック 牝3黒鹿 54

52 △亀田 温心 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 418＋10 〃 クビ 303．3�
816 ノーブルライガー 牡3鹿 56 坂井 瑠星吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 61：10．81 15．3�
35 タマモマクシム 牡3鹿 56 石川裕紀人タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 458－ 61：11．01� 156．7�
12 トーセンポエム 牡3青 56 横山 和生島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム B492－ 21：11．21� 22．9�
23 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 452＋ 81：11．51� 31．1�
36 カ ス ミ 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 浦河 惣田 英幸 464＋ 41：11．82 171．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，973，100円 複勝： 67，984，500円 枠連： 9，073，000円
馬連： 43，709，000円 馬単： 23，579，200円 ワイド： 47，972，700円
3連複： 76，494，500円 3連単： 84，603，400円 計： 387，389，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 260円 枠 連（5－6） 430円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 310円 �� 500円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 7，850円

票 数

単勝票数 計 339731 的中 � 148634（1番人気）
複勝票数 計 679845 的中 � 360293（1番人気）� 59152（2番人気）� 32360（4番人気）
枠連票数 計 90730 的中 （5－6） 16222（1番人気）
馬連票数 計 437090 的中 �� 39502（2番人気）
馬単票数 計 235792 的中 �� 16152（2番人気）
ワイド票数 計 479727 的中 �� 44400（1番人気）�� 24502（4番人気）�� 7963（14番人気）
3連複票数 計 764945 的中 ��� 18791（4番人気）
3連単票数 計 846034 的中 ��� 7813（4番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オパールシャルム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．1．26 小倉3着

2017．4．13生 牝3栗 母 ジ ル コ ニ ア 母母 スパイシークラウン 8戦1勝 賞金 17，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タッシーエルモ号・ピュリフィアン号
（非抽選馬） 1頭 シアープレジャー号



19053 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5日 第5競走 ��1，000�2歳新馬
発走12時15分 （ダート・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
58．5
57．7

不良
重

44 ア ル ナ ー ジ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介安原 浩司氏 昆 貢 浦河 宮内牧場 476 ― 59．9 4．9�
77 ミ カ ン サ ン 牝2鹿 54 C．ルメール 是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460 ―1：00．22 3．7�
55 インディナート 牝2黒鹿54 岩田 康誠梶本 尚嗣氏 浅見 秀一 新ひだか タガミファーム 438 ―1：00．94 2．7�
88 ドナヴォルタ 牝2鹿 54

52 △亀田 温心ディアレストクラブ� 石坂 公一 新ひだか グランド牧場 476 ―1：01．75 27．9�
11 アンチエイジング 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 458 ―1：01．91� 13．7�
22 コニャックダイヤ 牝2鹿 54 国分 恭介 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 藤沢牧場 450 ―1：02．32� 5．5	
33 カムバルアタ 牡2芦 54 古川 吉洋岸本 英文氏 石毛 善彦 新ひだか 前谷 武志 514 ―1：02．62 28．3

66 イムジンガン 牡2栗 54 加藤 祥太岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 454 ―1：02．8� 35．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 37，256，000円 複勝： 27，437，900円 枠連： 発売なし
馬連： 34，677，100円 馬単： 20，509，500円 ワイド： 25，650，400円
3連複： 42，956，900円 3連単： 87，993，200円 計： 276，481，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 130円 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 310円 �� 250円 �� 200円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 4，240円

票 数

単勝票数 計 372560 的中 � 63261（3番人気）
複勝票数 計 274379 的中 � 42091（4番人気）� 57541（2番人気）� 80384（1番人気）
馬連票数 計 346771 的中 �� 32654（4番人気）
馬単票数 計 205095 的中 �� 9212（9番人気）
ワイド票数 計 256504 的中 �� 19421（5番人気）�� 25325（4番人気）�� 36314（1番人気）
3連複票数 計 429569 的中 ��� 53997（2番人気）
3連単票数 計 879932 的中 ��� 15034（14番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．3―34．9―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ナ ー ジ �

父 ダノンレジェンド �


母父 テイエムオペラオー 初出走

2018．2．15生 牝2黒鹿 母 フォルクスオーパー 母母 ゴールデンハピネス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19054 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時45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
1：45．7
1：43．9

良
良

57 ヤマニンプティパ 牝3鹿 54 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 440＋ 61：49．5 4．8�
69 コ コ ニ ア ル 牝3栗 54 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 6 〃 ハナ 13．6�
46 アントルラッセ 牝3鹿 54 古川 吉洋�下河辺牧場 上村 洋行 日高 下河辺牧場 404± 01：49．6� 3．4�
45 カ ノ ア 牝3鹿 54 国分 恭介 �ニッシンホール

ディングス 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 21：49．7� 5．3�
22 コパノカリブ 牝3栗 54 石川裕紀人小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 458± 01：50．33� 15．9	
610 マイネルグランサム 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 シンカンファーム 454－ 4 〃 クビ 40．2

813 ウォーターハミング 牝3黒鹿54 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 450＋ 41：50．4� 47．4�
34 キタノコドウ 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 高木 登 浦河 富菜牧場 B472＋ 21：50．5� 58．8�
814 アドマイヤメティス 牝3鹿 54 C．ルメール 近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 416－ 21：50．81� 3．1
58 ユアザオンリー 牡3黒鹿56 加藤 祥太藤本 直弘氏 尾形 和幸 平取 鹿戸 辰幸 464± 01：50．9� 116．4�
711 ヤマニンバデル 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 528－ 21：51．0� 79．3�
33 ト リ ッ タ ウ 牝3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 476＋ 61：51．74 264．6�
11 キアナポラリス 牝3栗 54 野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮田 敬介 日高 日高大洋牧場 450± 0 〃 ハナ 54．6�
712 リーゼントフラム 牡3鹿 56 吉田 隼人三浦 大輔氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 450－ 21：52．12� 87．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，351，800円 複勝： 34，622，200円 枠連： 6，630，500円
馬連： 32，499，300円 馬単： 16，308，200円 ワイド： 30，095，900円
3連複： 49，883，000円 3連単： 63，037，000円 計： 256，427，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 280円 � 140円 枠 連（5－6） 2，410円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 990円 �� 350円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 23，740円

票 数

単勝票数 計 233518 的中 � 38323（3番人気）
複勝票数 計 346222 的中 � 56590（4番人気）� 24392（5番人気）� 76153（1番人気）
枠連票数 計 66305 的中 （5－6） 2124（8番人気）
馬連票数 計 324993 的中 �� 7123（11番人気）
馬単票数 計 163082 的中 �� 1940（18番人気）
ワイド票数 計 300959 的中 �� 7323（10番人気）�� 24263（3番人気）�� 10181（8番人気）
3連複票数 計 498830 的中 ��� 11236（7番人気）
3連単票数 計 630370 的中 ��� 1925（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―36．7―48．9―1：01．0―1：13．2―1：25．1―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンプティパ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．12．14 阪神9着

2017．2．8生 牝3鹿 母 ヤマニンプチフール 母母 ワンオブアクライン 7戦1勝 賞金 8，470，000円
〔制裁〕 アドマイヤメティス号の騎手C．ルメールは，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 キアナポラリス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月18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。
（非抽選馬） 4頭 アンジュミノル号・ネオストーリー号・マサノルビー号・ラッキータカチャン号

追 加 記 事（第 2回函館競馬第 3日第 3競走）
〔その他〕　　ペイシャハミング号は，競走中に疾病〔右第 3中手骨罅裂骨折〕を発症。なお，

同馬は「３走成績による出走制限」の適用を除外。



19055 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5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

710 グ ラ ナ リ ー 牝3栗 52
51 ☆団野 大成 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 512＋16 58．4 3．8�
79 ブランオラージュ �6芦 57 横山 和生ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 438± 0 59．35 42．6�
56 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 B474＋ 2 59．62 16．5�
67 ローズオブシャロン 牝3青鹿52 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 462± 0 59．7クビ 1．9�
33 サウンドワイズ 牝3鹿 52 横山 武史増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 474－ 4 〃 クビ 8．3�
11 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 440＋ 6 〃 アタマ 18．7	
22 ミンデンユウカ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹松田 整二氏 新開 幸一 日高 野島牧場 522－ 4 59．9� 101．3

68 フ ァ ル ー ク �3栗 54 丹内 祐次林 正道氏 池添 兼雄 新ひだか 服部 牧場 462＋ 41：00．0� 38．8�
44 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 482＋ 21：00．31� 13．8
811 キ ラ ー ビ ー 牡3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 434＋ 2 〃 クビ 92．5�
812	 パーフェクトウェイ 牡5鹿 57 杉原 誠人堂守 貴志氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 504－ 21：00．51 94．0�
55 メイショウカササギ 牝4鹿 55

53 △亀田 温心松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 474－ 61：01．45 11．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，243，600円 複勝： 50，731，400円 枠連： 7，310，700円
馬連： 42，575，900円 馬単： 23，929，800円 ワイド： 40，771，200円
3連複： 63，356，800円 3連単： 90，726，500円 計： 353，645，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 230円 � 840円 � 430円 枠 連（7－7） 7，920円

馬 連 �� 8，830円 馬 単 �� 13，070円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 1，040円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 24，540円 3 連 単 ��� 98，020円

票 数

単勝票数 計 342436 的中 � 71975（2番人気）
複勝票数 計 507314 的中 � 67158（2番人気）� 13825（9番人気）� 29637（7番人気）
枠連票数 計 73107 的中 （7－7） 715（19番人気）
馬連票数 計 425759 的中 �� 3736（25番人気）
馬単票数 計 239298 的中 �� 1373（37番人気）
ワイド票数 計 407712 的中 �� 3821（26番人気）�� 10490（11番人気）�� 2452（36番人気）
3連複票数 計 633568 的中 ��� 1936（63番人気）
3連単票数 計 907265 的中 ��� 671（268番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．4―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．8―45．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ナ リ ー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．9．22 阪神5着

2017．2．17生 牝3栗 母 グレインライン 母母 ミルグレイン 5戦2勝 賞金 14，020，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンバパレード号

19056 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5日 第8競走 ��
��2，600�3歳以上1勝クラス

発走13時45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 7，600，000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
2：37．3
2：37．1

良
良

22 コスモジェミラ 牝3芦 52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 22：41．7 9．3�
33 アーリンアーリン 牝3黒鹿 52

50 △亀田 温心吉田 勝利氏 寺島 良 新冠 ハシモトフアーム 428－10 〃 クビ 23．0�
55 ポベーダテソーロ 牡4鹿 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 478－ 22：41．91� 15．6�
810 ラヴィアンレーヴ 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：42．0� 3．3�
79 ト ゥ ア レ グ 牡4鹿 57 吉田 隼人諸江 幸祐氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 440－ 82：42．21	 52．4	
44 ウインアルカンナ 牝3黒鹿52 横山 武史�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 458－ 42：42．4
 6．0

66 カ ラ ミ ン サ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 510＋ 42：44．2大差 8．7�
78 ディーグランデ �6鹿 57 勝浦 正樹嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 466－ 82：44．41	 21．4�
811 ブロフェルド 牡3鹿 54 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 512－142：45．25 18．9
67 ファンタスティック 牡4栗 57 岩田 康誠佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 468＋ 22：54．0大差 3．6�
11 アルテヴェルト 牡4栗 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B480－ 42：56．3大差 15．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，265，700円 複勝： 40，498，900円 枠連： 7，062，100円
馬連： 42，204，200円 馬単： 18，732，800円 ワイド： 37，931，500円
3連複： 60，268，500円 3連単： 78，124，300円 計： 316，088，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 270円 � 710円 � 410円 枠 連（2－3） 8，710円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 13，030円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 1，750円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 25，020円 3 連 単 ��� 139，160円

票 数

単勝票数 計 312657 的中 � 26840（5番人気）
複勝票数 計 404989 的中 � 43457（4番人気）� 13597（9番人気）� 25947（6番人気）
枠連票数 計 70621 的中 （2－3） 628（25番人気）
馬連票数 計 422042 的中 �� 5368（28番人気）
馬単票数 計 187328 的中 �� 1078（54番人気）
ワイド票数 計 379315 的中 �� 4898（28番人気）�� 5652（22番人気）�� 2815（40番人気）
3連複票数 計 602685 的中 ��� 1806（92番人気）
3連単票数 計 781243 的中 ��� 407（486番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．0―12．9―12．8―12．9―12．6―12．1―11．8―11．8―12．2―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．9―24．6―37．6―50．5―1：03．3―1：16．2―1：28．8―1：40．9―1：52．7―2：04．5―2：16．7―2：29．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F49．0―3F37．2
1
�
11，4（2，6）－（5，7）8（3，10）－9－1・（11，4，6）2（5，8）（7，10）3，9＝1

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

勝馬の
紹 介

コスモジェミラ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2019．9．14 阪神10着

2017．2．26生 牝3芦 母 シーギリヤガール 母母 スパイシーキティ 12戦2勝 賞金 15，530，000円
〔調教再審査〕 ファンタスティック号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ファンタスティック号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

アルテヴェルト号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※アーリンアーリン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



19057 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5日 第9競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時15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 7，600，000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

77 ファンシャン 牝4栃栗 55
52 ▲秋山 稔樹�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－ 21：09．6 5．0�
55 エアリーフローラ 牝3鹿 52 坂井 瑠星 �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 422± 01：10．02� 5．1�
22 ホーリーライン 牝4青鹿55 C．ルメール �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 436＋ 2 〃 クビ 3．8�
44 	 ト ッ プ ギ ア 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 452－ 41：10．21
 13．0�
66 	 シーオブセレニティ �5黒鹿57 大野 拓弥ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 414－141：10．3クビ 19．8	
11 ノーリミッツ 牡4黒鹿57 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 440± 01：10．4� 56．3

33 エールヴィフ 牝3鹿 52 池添 謙一佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 500＋ 2 〃 ハナ 2．6�
88 タマノアドレ 牝3鹿 52

50 △亀田 温心玉腰 勇吉氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 402＋ 41：10．5� 43．4�
89 プロスペリティ 牝4黒鹿55 石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B458＋121：10．6� 16．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，899，800円 複勝： 43，960，000円 枠連： 6，105，100円
馬連： 40，863，200円 馬単： 22，194，400円 ワイド： 33，561，300円
3連複： 57，087，800円 3連単： 106，976，800円 計： 344，648，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 160円 � 140円 枠 連（5－7） 1，850円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 440円 �� 400円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 10，540円

票 数

単勝票数 計 338998 的中 � 53398（3番人気）
複勝票数 計 439600 的中 � 72730（3番人気）� 68534（4番人気）� 83910（2番人気）
枠連票数 計 61051 的中 （5－7） 2555（6番人気）
馬連票数 計 408632 的中 �� 22707（5番人気）
馬単票数 計 221944 的中 �� 5771（13番人気）
ワイド票数 計 335613 的中 �� 19454（5番人気）�� 21849（4番人気）�� 15324（7番人気）
3連複票数 計 570878 的中 ��� 24180（5番人気）
3連単票数 計1069768 的中 ��� 7352（37番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―11．7―11．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．6―46．3―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンシャン �
�
父 トーセンラー �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2018．8．4 札幌3着

2016．2．15生 牝4栃栗 母 ボ ム シ ェ ル 母母 マチカネナナエヤエ 19戦2勝 賞金 29，000，000円
※シーオブセレニティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19058 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5日 第10競走 ��
��1，700�

ゆ の は ま

湯 浜 特 別
発走14時50分 （ダート・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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

811� チェルシーライオン 牡4黒鹿57 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Spendthrift
Farm LLC 472＋101：46．3 18．2�

78 フームスムート 牡3黒鹿54 横山 武史ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 516＋ 41：46．4	 4．8�

44 � エヴァキュアン 牡4黒鹿57 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 494－ 21：46．5クビ 8．4�
67 アナザークイーン 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B468－ 61：46．82 33．2�
55 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± 01：46．9クビ 3．0	
33 テンチシンメイ 牡3鹿 54 武 豊岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 B508＋ 6 〃 アタマ 8．3

66 タニノシェクハンド 牡4栗 57 亀田 温心谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 494＋ 6 〃 アタマ 17．2�
22 グリッサード 牡4鹿 57 団野 大成 �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 クビ 59．7�
11 � ク ロ ヒ ョ ウ 牡4青鹿57 山田 敬士河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 492－ 21：47．64 44．3
810 アポロセイラン 牡3鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 464＋ 21：47．81� 14．2�
79 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 492－ 61：48．75 4．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，545，500円 複勝： 59，381，600円 枠連： 13，063，400円
馬連： 61，775，400円 馬単： 27，515，300円 ワイド： 52，840，600円
3連複： 89，241，100円 3連単： 116，698，700円 計： 459，061，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 440円 � 200円 � 280円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 10，300円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 1，670円 �� 740円

3 連 複 ��� 9，250円 3 連 単 ��� 80，730円

票 数

単勝票数 計 385455 的中 � 16932（8番人気）
複勝票数 計 593816 的中 � 30701（8番人気）� 88246（3番人気）� 55787（5番人気）
枠連票数 計 130634 的中 （7－8） 14319（3番人気）
馬連票数 計 617754 的中 �� 10341（18番人気）
馬単票数 計 275153 的中 �� 2002（39番人気）
ワイド票数 計 528406 的中 �� 8742（20番人気）�� 7977（21番人気）�� 19035（9番人気）
3連複票数 計 892411 的中 ��� 7231（32番人気）
3連単票数 計1166987 的中 ��� 1048（269番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．5―42．9―55．4―1：07．6―1：20．0―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�チェルシーライオン �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Intikhab デビュー 2018．7．14 函館7着

2016．4．23生 牡4黒鹿 母 Tashzara 母母 Sun Shower 10戦2勝 賞金 17，466，000円
［他本会外：1戦0勝］



19059 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5日 第11競走 ��
��1，200�第52回函館2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

北海道知事賞（1着）
賞 品

本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：07．8

良
良

713 リ ン ゴ ア メ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 81：09．8 47．3�
712 ルーチェドーロ 牡2栗 54 横山 武史ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 484± 0 〃 クビ 12．2�
23 ラ ヴ ケ リ ー 牝2鹿 54 団野 大成水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 434－ 41：09．9クビ 10．5�
58 フ ォ ド ラ 牝2鹿 54 亀田 温心吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 408＋ 8 〃 ハナ 17．9�
46 カイザーノヴァ 牡2鹿 54 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 462－ 21：10．32� 7．8	
34 リ メ ス 牡2栗 54 松田 大作�桑田牧場 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 456＋101：10．4クビ 39．8

47 ニシノエルサ 牝2芦 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 440－ 4 〃 アタマ 97．1�
814 フォルセティ 牡2黒鹿54 大野 拓弥前田 葉子氏 田中 博康 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448± 0 〃 アタマ 54．6�
11 リキサントライ 牡2栗 54 池添 謙一 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 488＋ 8 〃 アタマ 58．6
59 ディープエコロジー 牝2鹿 54 菱田 裕二飯田 正剛氏 宮田 敬介 新ひだか 千代田牧場 428＋ 61：10．5クビ 80．9�
22 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 462＋14 〃 クビ 44．5�
35 � ラジアントエンティ 牝2栗 54 阿部 龍小林 祥晃氏 角川 秀樹 新ひだか 静内白井牧場 460－121：10．6クビ 154．2�

（北海道） （北海道）

815 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 420＋ 8 〃 ハナ 1．5�
611 グレイトミッション 牝2栗 54 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 452＋ 81：10．7� 24．7�
610 レディステディゴー 牡2鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 496－ 41：10．8� 34．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 183，664，200円 複勝： 236，099，100円 枠連： 48，976，600円
馬連： 318，986，000円 馬単： 164，084，300円 ワイド： 260，664，300円
3連複： 602，232，300円 3連単： 869，734，400円 計： 2，684，441，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，730円 複 勝 � 990円 � 490円 � 340円 枠 連（7－7） 20，340円

馬 連 �� 21，980円 馬 単 �� 69，290円

ワ イ ド �� 4，750円 �� 3，600円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 49，250円 3 連 単 ��� 577，430円

票 数

単勝票数 計1836642 的中 � 32938（10番人気）
複勝票数 計2360991 的中 � 57775（10番人気）� 127349（5番人気）� 198355（3番人気）
枠連票数 計 489766 的中 （7－7） 1866（32番人気）
馬連票数 計3189860 的中 �� 11246（48番人気）
馬単票数 計1640843 的中 �� 1776（103番人気）
ワイド票数 計2606643 的中 �� 14013（46番人気）�� 18552（38番人気）�� 38710（17番人気）
3連複票数 計6022323 的中 ��� 9171（131番人気）
3連単票数 計8697344 的中 ��� 1092（938番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．6―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―45．1―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．3
3 8（12，15）（2，13）（7，11）（1，5，6，10）（4，3）14，9 4 8（12，15）（2，13）－（1，11）10（4，7）6（3，5，14，9）

勝馬の
紹 介

リ ン ゴ ア メ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2020．6．13 函館1着

2018．4．26生 牝2黒鹿 母 マイネデセール 母母 メインディッシュ 2戦2勝 賞金 38，525，000円
〔制裁〕 グレイトミッション号の騎手野中悠太郎は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

カイザーノヴァ号の騎手坂井瑠星は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・9番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

19060 7月18日 曇 良 （2函館2） 第5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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

814� レッドフィオナ 牝5芦 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 466＋ 81：47．6 31．4�
45 ターフェルムジーク 牝5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 442－ 61：47．81� 18．6�
33 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 B484＋ 41：47．9クビ 4．0�
11 レースガーデン 牝4芦 55 水口 優也金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 クビ 6．6�
46 マルーンエンブレム 牝5栗 55 武 豊 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 394＋ 21：48．22 28．9	
69 フォークテイル 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：48．3クビ 8．3

22 トゥーフラッシー 牝4鹿 55 山田 敬士西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 470＋101：48．4� 85．3�
813 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 472＋ 41：48．61� 10．5�
58 ホクセンジョウオー 牝5黒鹿55 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 486－ 61：48．7クビ 98．3
712 シスターフラッグ 牝5黒鹿55 藤岡 康太合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 526± 0 〃 ハナ 17．6�
711 タ ン タ ラ ス 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B486－ 41：49．23 19．8�
34 メ ッ シ ー ナ 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 464－ 41：49．41� 3．1�
57 ポ リ ア ン サ 牝4栗 55 杉原 誠人佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞	湖 レイクヴィラファーム 480－ 21：49．82� 23．6�
610 アーデルワイゼ 牝5青鹿55 池添 謙一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B466＋ 61：50．01� 39．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，866，800円 複勝： 88，704，600円 枠連： 23，109，400円
馬連： 108，454，000円 馬単： 42，402，000円 ワイド： 92，493，900円
3連複： 165，809，300円 3連単： 177，638，900円 計： 761，478，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 760円 � 400円 � 180円 枠 連（4－8） 4，530円

馬 連 �� 25，370円 馬 単 �� 55，890円

ワ イ ド �� 6，980円 �� 2，290円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 32，200円 3 連 単 ��� 284，920円

票 数

単勝票数 計 628668 的中 � 15975（11番人気）
複勝票数 計 887046 的中 � 25090（11番人気）� 53161（6番人気）� 166117（2番人気）
枠連票数 計 231094 的中 （4－8） 3945（17番人気）
馬連票数 計1084540 的中 �� 3312（61番人気）
馬単票数 計 424020 的中 �� 569（129番人気）
ワイド票数 計 924939 的中 �� 3335（61番人気）�� 10381（31番人気）�� 20012（12番人気）
3連複票数 計1658093 的中 ��� 3861（109番人気）
3連単票数 計1776389 的中 ��� 452（839番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―35．6―47．3―58．9―1：10．5―1：22．4―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F37．1
1
3
14，10，1，3，4（2，12）7，5（11，13）8－6－9
14（1，10，3）4（12，7）（5，13）2－11，8－6－9

2
4

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

勝馬の
紹 介

�レッドフィオナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kendor

2015．2．4生 牝5芦 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 15戦2勝 賞金 35，079，000円
初出走 JRA



（2函館2）第5日 7月18日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 147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

212，240，000円
3，020，000円
25，410，000円
1，560，000円
25，110，000円
62，162，500円
4，297，500円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
573，474，900円
784，100，300円
143，768，100円
847，097，700円
421，138，900円
733，949，700円
1，397，605，500円
1，926，647，900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 6，827，783，000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5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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