
20121 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走9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
1：48．3
1：44．5

良
良

11 アスクワイルドモア 牡2黒鹿54 武 豊廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456－ 21：50．0 2．6�
56 セイウンプラチナ 牡2鹿 54 C．ルメール 西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 480＋ 61：50．1� 5．6�
22 レ デ ィ ベ ル 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 504－ 81：50．31 19．9�
67 トーセンビースト 牡2栗 54

52 △秋山 稔樹島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 456＋ 61：50．51� 34．0�

710� ポイズンアロウ 牡2栗 54 横山 武史長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Hinkle Farms 526－ 41：50．6クビ 18．1	
812 ヒルノロワール 牡2鹿 54 池添 謙一�ヒルノ 北出 成人 新ひだか サカイファーム 488－ 4 〃 クビ 2．9

811 ヒシアラカン 牡2栗 54 大野 拓弥阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B468－ 21：51．66 8．1�
55 カラーインデックス 牝2鹿 54 坂井 瑠星吉田 勝己氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 49．6�
79 パラチェーン 牡2鹿 54 水口 優也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 436－ 21：51．7� 231．4
33 ウインドアベニュー 牡2鹿 54

51 ▲小沢 大仁福原 正博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 21：51．8クビ 208．0�
44 コンスタンティン 牝2鹿 54 松田 大作椎名 節氏 石坂 公一 日高 新井 昭二 466± 01：52．65 153．2�
68 クールシェルタ 牡2鹿 54 菱田 裕二ディアレストクラブ� 鈴木 孝志 新ひだか 平野牧場 472－ 21：54．4大差 157．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，355，900円 複勝： 73，661，200円 枠連： 9，869，900円
馬連： 56，833，900円 馬単： 30，088，400円 ワイド： 54，469，300円
3連複： 96，431，500円 3連単： 132，101，600円 計： 499，811，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 160円 � 360円 枠 連（1－5） 500円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 240円 �� 520円 �� 990円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 5，590円

票 数

単勝票数 計 463559 的中 � 144055（1番人気）
複勝票数 計 736612 的中 � 288087（1番人気）� 96349（3番人気）� 29888（5番人気）
枠連票数 計 98699 的中 （1－5） 15150（2番人気）
馬連票数 計 568339 的中 �� 86679（2番人気）
馬単票数 計 300884 的中 �� 25131（3番人気）
ワイド票数 計 544693 的中 �� 67841（2番人気）�� 25121（6番人気）�� 12379（14番人気）
3連複票数 計 964315 的中 ��� 37187（6番人気）
3連単票数 計1321016 的中 ��� 17111（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．1―48．2―1：00．5―1：12．7―1：24．8―1：37．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクワイルドモア �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．7．11 函館2着

2019．2．23生 牡2黒鹿 母 ラセレシオン 母母 アルゼンチンスター 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔制裁〕 アスクワイルドモア号の騎手武豊は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールシェルタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月7日まで平地競走

に出走できない。

20122 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11日 第2競走 1，700�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
1：41．7
1：40．9

不良
重

610 レープハフト 牝3鹿 54 横山 和生山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 21：47．5 7．8�
11 オーケーパッション 牝3鹿 54 丹内 祐次小野 建氏 相沢 郁 浦河 酒井牧場 470± 01：47．71� 13．7�
22 ベニノフェアリー 牝3栗 54

52 △山田 敬士�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 B448＋ 61：47．91� 54．9�
33 ブッシュドノエル 牝3栗 54

52 △秋山 稔樹青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 396－ 81：48．0クビ 4．7�
34 クリノラピッド 牝3黒鹿54 内田 博幸栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 460＋10 〃 ハナ 44．7�
712 テイエムユキマイ 牝3芦 54 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 熊谷 武 464± 0 〃 クビ 7．3	
69 ナンヨーインディゴ 牝3鹿 54 武 豊中村 德也氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：48．21� 4．2

711 ビ ー ア ッ プ 牝3鹿 54 国分 恭介馬場 祥晃氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 450－ 61：48．41� 37．3�
58 テーオーラトゥール 牝3黒鹿54 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 418＋ 81：48．5クビ 175．2�
57 カワカミカリーナ 牝3青鹿 54

51 ▲小沢 大仁 三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 470＋ 61：49．45 4．3�
45 キーアクティヴ 牝3鹿 54 加藤 祥太北前孔一郎氏 杉山 佳明 新冠 中本牧場 484＋ 41：49．82� 87．4�
46 デファイグラビティ 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心琴浦 諒氏 本間 忍 日高 白井牧場 504＋ 41：50．22 29．2�
813 デルマジュンデイ 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 460－ 21：51．37 202．9�
814 アグアアスール 牝3鹿 54 横山 武史中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 474 ―1：51．72 8．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，875，600円 複勝： 39，285，000円 枠連： 8，276，300円
馬連： 42，896，200円 馬単： 19，985，200円 ワイド： 46，403，600円
3連複： 70，032，700円 3連単： 71，766，000円 計： 327，520，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 300円 � 400円 � 960円 枠 連（1－6） 1，890円

馬 連 �� 6，450円 馬 単 �� 12，320円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 7，840円 �� 4，740円

3 連 複 ��� 96，370円 3 連 単 ��� 331，400円

票 数

単勝票数 計 288756 的中 � 29278（5番人気）
複勝票数 計 392850 的中 � 37255（5番人気）� 26081（7番人気）� 9681（10番人気）
枠連票数 計 82763 的中 （1－6） 3376（9番人気）
馬連票数 計 428962 的中 �� 5150（22番人気）
馬単票数 計 199852 的中 �� 1216（45番人気）
ワイド票数 計 464036 的中 �� 6182（25番人気）�� 1509（56番人気）�� 2510（43番人気）
3連複票数 計 700327 的中 ��� 545（172番人気）
3連単票数 計 717660 的中 ��� 157（731番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．5―12．1―12．6―13．3―13．5―13．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．2―41．3―53．9―1：07．2―1：20．7―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レープハフト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．12．19 中山4着

2018．3．26生 牝3鹿 母 ジョディーズライン 母母 プリティジョディー 7戦1勝 賞金 8，200，000円
〔制裁〕 カワカミカリーナ号の騎手小沢大仁は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 テーオーラトゥール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クリスタルスワン号・スリンシンガポール号・セイカリネット号・レッドウッドヒル号

第１回 函館競馬 第１１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



20123 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11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 1，035，000
1，035，000

円
円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．0

良
良

714 カシノフォワード �3鹿 56
54 △秋山 稔樹柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 432＋ 21：10．1 6．3�

713 ミニマリズム 牝3栗 54 武 豊 �社台レースホース田中 博康 千歳 社台ファーム 426＋ 41：10．41� 20．8�
35 キ ネ シ ク ス 牡3栗 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B454－ 41：10．5� 9．4�
47 タイセイブレイズ 牡3鹿 56 C．ルメール 田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 462＋ 6 〃 同着 5．3�
59 バーニングパワー 牝3栗 54 古川 吉洋長谷川光司氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム 466－ 21：10．6� 24．5�
611 ア シ ナ ダ カ 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 484＋ 2 〃 クビ 11．2	

23 スエヒロヴァン 牝3鹿 54 加藤 祥太
みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 472＋201：10．7� 43．6�
612 アロハロック 牝3青 54

51 ▲小林 凌大荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 むかわ 上水牧場 410－ 6 〃 クビ 231．8�
12 ロ ゼ ク ラ ン 牝3黒鹿54 団野 大成水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 452＋ 41：10．8� 4．2
24 ジェミニテソーロ 牡3黒鹿56 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス
 栗田 徹 新ひだか 矢野牧場 488＋ 2 〃 アタマ 13．9�
816 リュウールドレ 牝3栗 54 菊沢 一樹 
ローレルレーシング 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 402＋ 61：10．9� 142．6�
11 アルバリーニョ 牝3鹿 54 横山 和生中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 450＋101：11．0� 6．4�
48 ゲッレールト 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁 
スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B456＋ 61：11．1� 13．7�
510 チグサスマイル 牝3鹿 54 坂井 瑠星伊澤 正行氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 388－ 41：11．41� 73．9�
36 キョウエイノータス 牝3鹿 54 丹内 祐次田中 晴夫氏 中川 公成 新冠 山岡牧場 404± 01：12．78 65．5�
815 ショウナンパプリカ 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜�湘南 新谷 功一 日高 中原牧場 484＋ 4 〃 アタマ 41．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，987，400円 複勝： 64，489，600円 枠連： 13，323，100円
馬連： 56，292，700円 馬単： 23，135，200円 ワイド： 58，651，500円
3連複： 98，065，700円 3連単： 90，195，500円 計： 437，140，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 160円 � 380円 �
�

270円
150円 枠 連（7－7） 4，910円

馬 連 �� 6，640円 馬 単 �� 9，440円

ワ イ ド �� 1，130円 ��
��

1，150円
500円

��
��

2，500円
1，230円

3 連 複 ���
���

13，300円
5，390円 3 連 単 ���

���
75，990円
35，400円

票 数

単勝票数 計 329874 的中 � 41591（3番人気）
複勝票数 計 644896 的中 �

�
92181
105450

（3番人気）
（2番人気）

� 24862（10番人気）� 39976（6番人気）

枠連票数 計 133231 的中 （7－7） 2102（18番人気）
馬連票数 計 562927 的中 �� 6564（29番人気）
馬単票数 計 231352 的中 �� 1838（39番人気）
ワイド票数 計 586515 的中 ��

��
7955
3443
（24番人気）
（43番人気）

��
��

7786
7260
（25番人気）
（29番人気）

�� 19743（5番人気）

3連複票数 計 980657 的中 ��� 2752（91番人気）��� 6839（36番人気）
3連単票数 計 901955 的中 ��� 430（503番人気） ��� 924（241番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．0―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．5―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．6
3 3，6（1，9）（2，14）（8，4，7，11）10（16，12）13，5－15 4 3，9（1，6，14）（2，11）7（8，4，13）（16，10，12）5－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カシノフォワード �
�
父 ゴスホークケン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．8．30 小倉11着

2018．5．2生 �3鹿 母 セトウチダイヤ 母母 テレサザティーチャ 11戦1勝 賞金 9，700，000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 ネイキッドロマンス号

20124 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11日 第4競走 1，000�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
57．7
56．8

重
重

56 ゴールドフィンガー 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 470＋ 6 58．9 1．4�
67 スリーモーリス 牡3鹿 56 団野 大成永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 532＋10 59．32� 6．4�
710 ドクタースキル 牝3鹿 54 菊沢 一樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 浦河 有限会社

松田牧場 462－ 8 〃 アタマ 9．1�
68 クレイジーリッチ 牡3栗 56 菱田 裕二江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 488＋ 8 59．4� 12．6�
55 マテンロウガイア 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜寺田千代乃氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：00．03� 33．1�
11 ワールドクルーズ 牝3鹿 54 岩田 康誠 	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 462± 0 〃 アタマ 10．7

22 アルマロベイラ 牝3芦 54 横山 和生コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 470＋ 21：00．42� 94．2�
812 ゴールドバーレン 牡3栗 56 内田 博幸宮田 直也氏 浜田多実雄 新冠 オリエント牧場 484－101：00．82 43．9�
44 スマートシエル 牝3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁大川 徹氏 角田 晃一 浦河 桑田牧場 456＋201：01．22� 50．6
33 フェスティヴポン 牝3栗 54

50 ★永島まなみ臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 村上 進治 412± 01：01．41� 155．6�
79 マイネルレスペト 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 B498＋101：01．82� 28．2�
811 アイルキング 牡3青鹿 56

54 △山田 敬士中西 功氏 深山 雅史 平取 北島牧場 426＋ 61：01．9� 74．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 33，172，500円 複勝： 152，550，100円 枠連： 9，176，400円
馬連： 44，889，800円 馬単： 32，533，700円 ワイド： 44，820，000円
3連複： 78，478，800円 3連単： 134，005，100円 計： 529，626，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 140円 枠 連（5－6） 260円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 260円 �� 210円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 3，130円

票 数

単勝票数 計 331725 的中 � 179157（1番人気）
複勝票数 計1525501 的中 � 1192303（1番人気）� 51352（5番人気）� 78402（2番人気）
枠連票数 計 91764 的中 （5－6） 27311（1番人気）
馬連票数 計 448898 的中 �� 71928（1番人気）
馬単票数 計 325337 的中 �� 33159（2番人気）
ワイド票数 計 448200 的中 �� 44777（3番人気）�� 61534（1番人気）�� 13500（10番人気）
3連複票数 計 784788 的中 ��� 55598（3番人気）
3連単票数 計1340051 的中 ��� 31010（7番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―34．6―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドフィンガー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 タップダンスシチー デビュー 2021．1．9 中京5着

2018．4．8生 牝3栗 母 アンティフリーズ 母母 シルバートレイン 10戦1勝 賞金 18，470，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 フクノルッカ号



20125 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11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
1：07．5

良
良

88 ヴィアドロローサ 牡2鹿 54 吉田 隼人 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 442 ―1：10．0 3．6�
77 バイハリウッド 牡2鹿 54 横山 和生ニットー商事� 金成 貴史 新冠 武田 修一 472 ― 〃 ハナ 4．5�
33 コズミックフロスト 牝2鹿 54 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442 ―1：10．1� 6．9�
89 パーサヴィアランス 牡2鹿 54 武 豊馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 450 ―1：11．05 3．5�
66 テイエムケントオー 牡2鹿 54 坂井 瑠星竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 北海道静内農業高等学校 450 ―1：11．42� 6．6�
55 タイセイプロシード 牡2黒鹿54 団野 大成田中 成奉氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 478 ―1：11．61� 18．8	
22 クリエースト 牝2黒鹿54 加藤 祥太永山 勝敏氏 杉山 晴紀 日高 荒井ファーム 446 ―1：11．81� 46．8

44 エ ン ラ イ 牝2黒鹿54 菱田 裕二江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 446 ―1：11．9� 67．8�
11 チサトフェリーチェ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹松田 整二氏 新開 幸一 日高 前川 義則 434 ―1：13．17 45．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，065，500円 複勝： 36，507，500円 枠連： 7，468，800円
馬連： 41，739，200円 馬単： 22，464，300円 ワイド： 33，905，700円
3連複： 59，840，300円 3連単： 97，804，200円 計： 338，795，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 140円 � 160円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 300円 �� 370円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 5，430円

票 数

単勝票数 計 390655 的中 � 90609（2番人気）
複勝票数 計 365075 的中 � 75357（1番人気）� 69795（3番人気）� 54811（4番人気）
枠連票数 計 74688 的中 （7－8） 15867（1番人気）
馬連票数 計 417392 的中 �� 47222（2番人気）
馬単票数 計 224643 的中 �� 12237（4番人気）
ワイド票数 計 339057 的中 �� 29382（3番人気）�� 22975（5番人気）�� 24463（4番人気）
3連複票数 計 598403 的中 ��� 40779（3番人気）
3連単票数 計 978042 的中 ��� 13037（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィアドロローサ 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．3．6生 牡2鹿 母 ロイヤルストリート 母母 フィラストリート 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20126 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11日 第6競走 2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

24 ホウオウリアリティ 牡3栗 56 横山 武史小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 468－ 82：01．5 3．6�
59 ビューティーウェイ 牝3栗 54 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B442＋ 4 〃 ハナ 5．4�
47 ハ ム レ ボ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真伊藤 功一氏 手塚 貴久 新ひだか 千代田牧場 514＋ 82：01．6� 17．8�
23 アスカノミライ 牡3黒鹿56 �島 克駿豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 B498－ 42：01．7クビ 5．2�
35 マイネルグロース 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 444－ 42：01．91� 49．6�
815 ノーザンピーク 牡3鹿 56 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 B466± 02：02．11� 31．3	
816 エーティーツヨシ 牡3鹿 56 竹之下智昭荒木 徹氏 四位 洋文 新ひだか 米田牧場 488＋ 62：02．2� 47．1

11 フィリウスデイ 牡3黒鹿 56

53 ▲西谷 凜杉山 忠国氏 辻野 泰之 新ひだか 明治牧場 428± 02：03．05 17．0�
611 トーホウロッキー 牡3栗 56

52 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 488＋ 42：03．21� 203．2�
510 トラストミー 牡3鹿 56 内田 博幸江馬 由将氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 502－ 6 〃 クビ 190．0
12 スーパービーム 牡3芦 56 坂井 瑠星平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 506＋14 〃 ハナ 9．4�
714 ヤマニンジャベリン 牡3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 528± 02：03．3クビ 47．0�
48 カ サ デ ガ 牡3芦 56 川又 賢治杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 462＋ 82：03．62 23．1�
713 サンマルビクトリー 牡3青鹿56 国分 恭介相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 494－ 82：03．81 147．3�
612 アイリッシュベル 牝3栗 54 岩田 康誠 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 400＋ 62：04．86 58．8�
36 フィニステラ 牡3栗 56 C．ルメール �社台レースホース岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 478＋ 22：06．6大差 4．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，579，100円 複勝： 63，357，700円 枠連： 13，031，600円
馬連： 62，151，400円 馬単： 24，125，500円 ワイド： 63，864，200円
3連複： 101，261，000円 3連単： 101，111，700円 計： 466，482，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 160円 � 310円 枠 連（2－5） 620円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 320円 �� 970円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 14，800円

票 数

単勝票数 計 375791 的中 � 81911（1番人気）
複勝票数 計 633577 的中 � 123323（1番人気）� 111589（2番人気）� 41094（6番人気）
枠連票数 計 130316 的中 （2－5） 16179（2番人気）
馬連票数 計 621514 的中 �� 60117（1番人気）
馬単票数 計 241255 的中 �� 11495（1番人気）
ワイド票数 計 638642 的中 �� 57295（1番人気）�� 15826（10番人気）�� 15003（11番人気）
3連複票数 計1012610 的中 ��� 19103（8番人気）
3連単票数 計1011117 的中 ��� 4950（18番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―12．0―12．5―12．5―12．4―12．3―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．3―47．3―59．8―1：12．3―1：24．7―1：37．0―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．8
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウリアリティ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．12．19 中山3着

2018．4．11生 牡3栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 11戦1勝 賞金 14，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィニステラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月7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〕 トーホウロッキー号・トラストミー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クリノサルベージ号・ハンター号・レッドグレイシャー号



20127 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11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）

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
56．8

重
重

812 ブルースコード 牡3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484＋ 6 59．8 3．5�
79 ブーケオブアイリス 牡3黒鹿54 武 豊小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 アタマ 3．8�
55 チアフルローズ 牝5青鹿55 横山 和生ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 488＋141：00．01� 57．6�
68 ノ ヘ ア 牝4芦 55 杉原 誠人 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 430± 01：00．1� 25．1�
44 プリティインピンク 牝3黒鹿 52

50 △秋山 稔樹新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 418± 01：00．2クビ 6．1	
710 キョシンタンカイ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 520＋ 61：00．3� 69．0

11 ユスティニアン 牡3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 21：00．51� 6．1�
67 ベ ラ ー ル 牡4黒鹿57 団野 大成安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 492± 0 〃 ハナ 5．3�
811 サーストンネイジュ 牝5芦 55 �島 克駿玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 492＋ 41：00．71 13．8
33 	 トミケンプロズバ 牡5栗 57 丹内 祐次杉山 元洋氏 古賀 史生 新ひだか 大滝 康晴 498＋ 2 〃 クビ 48．0�
22 サノノショウグン 
7栗 57 内田 博幸佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 B456＋ 21：01．33� 36．9�
56 	 スーパーノーマル 牝6黒鹿55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 追分ファーム B470－10 〃 ハナ 168．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 38，402，800円 複勝： 59，294，600円 枠連： 10，701，000円
馬連： 64，097，500円 馬単： 26，304，300円 ワイド： 60，507，100円
3連複： 97，019，600円 3連単： 111，477，400円 計： 467，804，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 200円 � 210円 � 1，080円 枠 連（7－8） 550円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 380円 �� 3，750円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 12，820円 3 連 単 ��� 39，420円

票 数

単勝票数 計 384028 的中 � 86288（1番人気）
複勝票数 計 592946 的中 � 88137（4番人気）� 79830（5番人気）� 10953（10番人気）
枠連票数 計 107010 的中 （7－8） 15029（1番人気）
馬連票数 計 640975 的中 �� 63721（1番人気）
馬単票数 計 263043 的中 �� 13177（1番人気）
ワイド票数 計 605071 的中 �� 46007（1番人気）�� 3877（36番人気）�� 3915（35番人気）
3連複票数 計 970196 的中 ��� 5675（44番人気）
3連単票数 計1114774 的中 ��� 2050（148番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―35．2―47．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルースコード �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．8．22 新潟6着

2018．3．18生 牡3黒鹿 母 タイキグラミー 母母 リンクスオブタイム 8戦2勝 賞金 15，100，000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 マウンテンムスメ号

20128 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）

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

58 マーチリリー 牝3青鹿 52
49 ▲松本 大輝手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B494－ 21：45．6 19．4�

57 エレガントチャーム 牝4鹿 55 横山 和生�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 484＋ 81：46．02� 7．1�
34 リキサンハート 牝3黒鹿52 横山 武史 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 488－ 81：46．1� 21．4�
610 マ ヤ ロ ー ザ 牝3栗 52

51 ☆泉谷 楓真�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 442＋ 2 〃 ハナ 11．3�
45 ファーストソリスト 牝3黒鹿52 団野 大成�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 494＋341：46．2クビ 14．8	
813 ティケイプルメリア 牝4鹿 55 藤岡 佑介田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 470＋141：46．41� 40．6

814 コウソクカレン 牝3鹿 52 �島 克駿野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 508＋12 〃 アタマ 39．6�
69 � アポロリリー 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 凌大アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 432＋14 〃 ハナ 45．6�
712 アンジェリーブル 牝5栗 55 菊沢 一樹伊藤 佳幸氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474＋ 61：47．03� 8．4
711 トップザビル 牝3栗 52 吉田 隼人吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 428＋ 81：47．31� 5．4�
33 ジェイエルフラッグ 牝5青鹿55 丹内 祐次橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 450± 0 〃 ハナ 53．6�
46 メイショウカスガ 牝5栗 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 信岡牧場 488＋ 8 〃 ハナ 31．4�
22 タガノリバイバー 牝3鹿 52 国分 恭介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋ 21：49．010 3．7�
11 アイアゲート 牝3鹿 52

50 △秋山 稔樹 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 494± 01：49．1� 6．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，306，200円 複勝： 62，690，200円 枠連： 13，449，400円
馬連： 65，945，200円 馬単： 25，795，000円 ワイド： 67，193，400円
3連複： 111，017，700円 3連単： 107，995，800円 計： 490，392，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 660円 � 280円 � 750円 枠 連（5－5） 8，760円

馬 連 �� 9，360円 馬 単 �� 18，490円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 6，720円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 62，740円 3 連 単 ��� 405，680円

票 数

単勝票数 計 363062 的中 � 14928（8番人気）
複勝票数 計 626902 的中 � 23656（8番人気）� 67634（4番人気）� 20452（9番人気）
枠連票数 計 134494 的中 （5－5） 1189（29番人気）
馬連票数 計 659452 的中 �� 5455（37番人気）
馬単票数 計 257950 的中 �� 1046（73番人気）
ワイド票数 計 671934 的中 �� 5503（43番人気）�� 2550（66番人気）�� 8157（23番人気）
3連複票数 計1110177 的中 ��� 1327（180番人気）
3連単票数 計1079958 的中 ��� 193（1130番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．6―12．3―12．5―12．5―12．6―13．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―29．1―41．4―53．9―1：06．4―1：19．0―1：32．1

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マーチリリー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．10．31 東京1着

2018．2．15生 牝3青鹿 母 フミノアマゾン 母母 フミノテネシー 7戦2勝 賞金 14，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ノワールフレグラン号・ハイアーグレード号・リュヌドミエル号



20129 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11日 第9競走 ��1，800�
や く も

八 雲 特 別
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス；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
1：43．8

良
良

810 アイリッシュムーン 牝3栗 52 団野 大成�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 472－ 81：48．4 20．7�
89 オブデュモンド 牡3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 510＋ 4 〃 ハナ 5．0�
66 アラモードバイオ 牡3栗 54 吉田 隼人バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 510－ 21：48．61� 11．5�
11 シティレインボー 牡3栗 54 国分 恭介深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 480＋ 61：48．91� 1．7�
77 ハイエログリフ 牝3黒鹿52 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 432－ 61：49．11� 9．9	
55 カガジャスティス 牡4鹿 57 内田 博幸香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 518± 01：49．41� 46．7

22 アールバロン 牡3鹿 54 横山 武史前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 504＋161：49．61� 6．9�
33 カインドリー 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 454－ 61：49．81� 15．9�
78 アダムスマイリー 牡3黒鹿54 坂井 瑠星廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 444－ 81：50．11� 85．5
44 アドマイヤリーブラ 牡5栗 57 岩田 康誠近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－ 21：50．95 58．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 59，327，200円 複勝： 89，939，700円 枠連： 13，273，000円
馬連： 90，315，600円 馬単： 44，637，500円 ワイド： 82，134，800円
3連複： 133，406，100円 3連単： 214，459，600円 計： 727，493，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 530円 � 220円 � 310円 枠 連（8－8） 2，750円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 10，180円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 2，360円 �� 690円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 71，350円

票 数

単勝票数 計 593272 的中 � 22890（7番人気）
複勝票数 計 899397 的中 � 38489（7番人気）� 123487（2番人気）� 74796（3番人気）
枠連票数 計 132730 的中 （8－8） 3738（9番人気）
馬連票数 計 903156 的中 �� 20065（10番人気）
馬単票数 計 446375 的中 �� 3286（29番人気）
ワイド票数 計 821348 的中 �� 18070（14番人気）�� 8620（23番人気）�� 31963（6番人気）
3連複票数 計1334061 的中 ��� 13721（25番人気）
3連単票数 計2144596 的中 ��� 2179（187番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―12．0―12．0―11．8―11．9―11．9―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―36．8―48．8―1：00．6―1：12．5―1：24．4―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイリッシュムーン �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．7．12 福島5着

2018．5．12生 牝3栗 母 ナスノシベリウス 母母 Cradlesong 12戦2勝 賞金 27，684，000円

20130 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11日 第10競走 ��1，700�
こ ま ば

駒 場 特 別
発走15時00分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス，2．8．8以降3．8．1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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

814 ペイシャノリッジ 牝4鹿 54 坂井 瑠星北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 438＋ 21：44．8 3．3�
34 スマートアリエル 牝4黒鹿52 池添 謙一大川 徹氏 辻野 泰之 浦河 桑田牧場 B458＋ 21：45．22� 7．3�
45 ショウリノカンパイ 牝3鹿 51 黛 弘人平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 466－ 21：45．94 10．5�
813 ミヤビマドンナ 牝4鹿 52 �島 克駿村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 446± 01：46．11� 19．3�
58 ユアヒストリー 牡3鹿 53 団野 大成 MOMOレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：46．2� 6．9�
610 バイシュラバナ �4栗 56 吉田 隼人草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 472＋ 61：46．3� 8．8�
11 タガノペルマネンテ 牝4黒鹿52 亀田 温心八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 4 〃 アタマ 41．9	
46 	 コスモセイリュウ 牡4鹿 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 500＋101：46．51
 21．3�
712 グレースルビー 牝4鹿 53 横山 武史本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 468± 0 〃 アタマ 6．9�
22 デルマラピスラズリ 牡4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 528＋101：46．6� 22．8
711 キャベンディッシュ 牡6栗 53 山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 B504－ 6 〃 ハナ 155．3�
69 シークレットアイズ 牡5黒鹿55 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B502－ 61：46．7クビ 8．0�
33 クリノカポネ �6鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 21：47．23 137．1�
57 フラッグアドミラル 牡7黒鹿56 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 474－ 21：49．5大差 55．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，541，400円 複勝： 90，796，600円 枠連： 24，547，400円
馬連： 124，313，600円 馬単： 45，673，400円 ワイド： 107，177，900円
3連複： 211，674，000円 3連単： 210，342，300円 計： 870，066，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 250円 � 240円 枠 連（3－8） 1，230円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 590円 �� 570円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 15，240円

票 数

単勝票数 計 555414 的中 � 131865（1番人気）
複勝票数 計 907966 的中 � 213909（1番人気）� 82628（5番人気）� 82981（4番人気）
枠連票数 計 245474 的中 （3－8） 15375（5番人気）
馬連票数 計1243136 的中 �� 67413（3番人気）
馬単票数 計 456734 的中 �� 14279（4番人気）
ワイド票数 計1071779 的中 �� 47418（5番人気）�� 49194（4番人気）�� 23351（12番人気）
3連複票数 計2116740 的中 ��� 41815（7番人気）
3連単票数 計2103423 的中 ��� 10001（20番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．3―12．5―12．2―12．0―12．3―12．3―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．4―42．9―55．1―1：07．1―1：19．4―1：31．7

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

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

勝馬の
紹 介

ペイシャノリッジ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．2．29 阪神2着

2017．4．17生 牝4鹿 母 ハイノリッジ 母母 ゴールドグレース 18戦3勝 賞金 59，721，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。
（非抽選馬） 7頭 カフジロッソ号・ザプラウドワンズ号・ティボリドライヴ号・トリッチトラッチ号・ピュアブレンド号・

ファイナルマズル号・ワンダーシエンプロ号



20131 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11日 第11競走 ��
��2，600�札幌日経オープン（Ｌ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：35．1

良
良

35 ディアスティマ 牡4青鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B488± 02：39．8 2．1�
58 カウディーリョ 牡5黒鹿56 大野 拓弥 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452－ 42：39．91 10．1�
610 ジ ャ コ マ ル 牡7鹿 56 横山 和生晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 476＋122：40．43 26．2�
22 ゴ ー ス ト 	5芦 56 
島 克駿西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 502＋ 62：40．5� 13．4�
814 オウケンムーン 牡6鹿 57 団野 大成福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 446± 02：40．6� 74．9�
23 ボ ス ジ ラ 牡5芦 57 横山 武史金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522± 02：40．7クビ 5．8

46 ジェットモーション 	5黒鹿56 藤岡 佑介	G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B518－ 4 〃 クビ 11．1�
815 シークレットラン 牡5鹿 56 C．ルメール 亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502－ 22：40．91� 8．4�
611 レッドジェニアル 牡5黒鹿57 坂井 瑠星 	東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 496－102：41．0クビ 29．8
713 タイセイトレイル 牡6黒鹿57 菱田 裕二田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 クビ 68．7�
34 � ターキッシュパレス 牡4青鹿56 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 494＋22 〃 アタマ 22．0�
712 ナムラドノヴァン 牡6鹿 56 内田 博幸奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 502＋ 6 〃 ハナ 16．8�
59 レッドサイオン 	5鹿 56 泉谷 楓真 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：41．1� 97．7�
11  ハーリーバーリー 牡6黒鹿56 荻野 琢真丹下 将氏 田中 正二 浦河 中神牧場 530＋ 22：42．710 294．3�

（北海道）

47 バラックパリンカ 	5黒鹿56 亀田 温心 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 436± 02：43．23 103．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 123，419，600円 複勝： 155，184，000円 枠連： 53，154，100円
馬連： 289，953，200円 馬単： 111，071，000円 ワイド： 219，064，900円
3連複： 510，844，700円 3連単： 596，145，200円 計： 2，058，836，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 290円 � 530円 枠 連（3－5） 1，300円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，190円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 31，110円

票 数

単勝票数 計1234196 的中 � 463491（1番人気）
複勝票数 計1551840 的中 � 484277（1番人気）� 110105（5番人気）� 53423（10番人気）
枠連票数 計 531541 的中 （3－5） 31644（5番人気）
馬連票数 計2899532 的中 �� 158009（4番人気）
馬単票数 計1110710 的中 �� 42082（5番人気）
ワイド票数 計2190649 的中 �� 93095（5番人気）�� 47136（14番人気）�� 16894（34番人気）
3連複票数 計5108447 的中 ��� 40330（33番人気）
3連単票数 計5961452 的中 ��� 13890（78番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．4―12．8―12．3―12．5―12．4―12．4―12．2―12．1―12．2―12．0―12．5

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―24．0―36．4―49．2―1：01．5―1：14．0―1：26．4―1：38．8―1：51．0―2：03．1―2：15．3―2：27．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアスティマ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Street Sense デビュー 2019．10．5 京都1着

2017．2．10生 牡4青鹿 母 スウィートリーズン 母母 Livermore Leslie 11戦5勝 賞金 96，994，000円

20132 8月7日 晴 良 （3函館1） 第11日 第12競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （芝・右）

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
1：06．0

良
良

815 アールラプチャー 牝3青鹿52 坂井 瑠星前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋161：09．0 6．3�
611 バトーデュシエル 牝4鹿 55 横山 和生山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B480＋ 81：09．1� 18．7�
59 グレイトミッション 牝3栗 52 大野 拓弥 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 B448＋ 41：09．31� 7．0�
36 ダブルスナッチ 牝3鹿 52 横山 武史 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406－ 61：09．4� 22．3�
713 ミスビアンカ 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 ハナ 11．5�
48 テーオーメアリー 牝3鹿 52 武 豊小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 21：09．5クビ 11．9	
23 ラ ヴ ケ リ ー 牝3鹿 52 団野 大成水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 440＋ 8 〃 ハナ 8．4

11 メイショウツワブキ 牝3栗 52

51 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 488± 0 〃 アタマ 2．7�
816 セ リ シ ア 牝3芦 52

51 ☆亀田 温心西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 466＋ 2 〃 ハナ 14．1�
714 ジュノエスク 牝3鹿 52 吉田 隼人吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 454－ 21：09．81� 81．9
47 タイセイレフィーノ 牝4鹿 55

53 △秋山 稔樹田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 470－ 4 〃 クビ 35．6�
35 ニシノリース 牝3黒鹿52 勝浦 正樹西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 426± 01：09．9クビ 52．2�
12 セ イ レ ー ン 牝3栗 52 池添 謙一浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 424＋ 2 〃 クビ 25．9�
612 エターナルハート 牝4黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁 DMMドリームクラブ� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 408＋ 6 〃 クビ 43．2�
510� ホウオウグラス 牝4鹿 55

53 △山田 敬士小笹 芳央氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 430－ 21：10．0� 152．4�
24 キョウエイロナ 牝3鹿 52 丹内 祐次田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 430＋ 21：10．21� 182．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，096，300円 複勝： 122，781，900円 枠連： 33，461，300円
馬連： 164，036，300円 馬単： 63，126，700円 ワイド： 149，115，400円
3連複： 286，110，600円 3連単： 298，833，700円 計： 1，197，562，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 270円 � 460円 � 220円 枠 連（6－8） 3，820円

馬 連 �� 10，240円 馬 単 �� 15，910円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 1，490円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 21，800円 3 連 単 ��� 124，220円

票 数

単勝票数 計 800963 的中 � 100952（2番人気）
複勝票数 計1227819 的中 � 119120（4番人気）� 61668（7番人気）� 161295（2番人気）
枠連票数 計 334613 的中 （6－8） 6787（17番人気）
馬連票数 計1640363 的中 �� 12406（35番人気）
馬単票数 計 631267 的中 �� 2974（55番人気）
ワイド票数 計1491154 的中 �� 12364（36番人気）�� 26113（14番人気）�� 19526（25番人気）
3連複票数 計2861106 的中 ��� 9841（77番人気）
3連単票数 計2988337 的中 ��� 1744（404番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．4―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．0―45．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アールラプチャー �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2020．8．30 小倉1着

2018．2．16生 牝3青鹿 母 ルージュノアール 母母 フェアリーブレス 5戦2勝 賞金 18，100，000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 フェアリーバローズ号



（3函館1）第11日 8月7日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

202，640，000円
9，940，000円
21，830，000円
1，300，000円
23，810，000円
68，961，500円
4，400，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
611，129，500円
1，010，538，100円
209，732，300円
1，103，464，600円
468，940，200円
987，307，800円
1，854，182，700円
2，166，238，100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 8，411，533，300円

総入場人員 1，065名 （有料入場人員 942名）
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