
20133 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12日 第1競走 ��1，700�2歳未勝利
発走9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
1：47．3
1：44．9

良
稍重

57 ウインアウォード 牡2栗 54 横山 和生�ウイン 杉山 晴紀 日高 木村牧場 494＋ 61：48．4 2．8�
58 コスモルーテウス 牡2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 41：48．82 5．7�
813 タマモエース 牡2栗 54

51 ▲西谷 凜タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 448± 0 〃 ハナ 13．8�
46 インペリアルライン 牡2栗 54 大野 拓弥 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 472＋ 41：49．22� 20．6�
69 � メリーセンス 牡2鹿 54 岩田 康誠冨士井直哉氏 森 秀行 米 Sun Valley

Farm 492＋ 21：49．94 6．0	
45 メ ル ト 牡2鹿 54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 中脇 満 482＋ 21：51．07 17．5

22 ミスターサマンサ 牡2鹿 54

51 ▲小林 凌大是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480± 01：51．21 16．4�
711 ル ミ ラ イ ズ 牡2青鹿 54

53 ☆泉谷 楓真吉岡 輝美氏 本田 優 浦河 市正牧場 474＋ 4 〃 アタマ 114．2�
33 ロイズピーク 牡2黒鹿54 勝浦 正樹高橋 文男氏 武藤 善則 浦河 笠松牧場 476＋ 81：52．26 21．9
610 テイエムハニーダン 牝2黒鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 大島牧場 524＋161：52．3クビ 5．8�
814 サクラトップラン 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 456＋ 21：52．51� 150．7�
712 プロバブルチェンジ 牝2栗 54 団野 大成小田 吉男氏 武井 亮 平取 川向高橋育

成牧場 B430－ 61：54．6大差 89．7�
34 ヒロノゴウカイ 牡2鹿 54

52 △秋山 稔樹小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 470± 01：56．4大差 131．9�
11 ウインイノセンス 牡2鹿 54 黛 弘人�ウイン 奥村 豊 浦河 グランデファーム 476－ 21：56．5� 60．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，960，300円 複勝： 51，710，300円 枠連： 12，834，700円
馬連： 58，822，500円 馬単： 27，108，000円 ワイド： 61，635，000円
3連複： 98，823，800円 3連単： 101，532，300円 計： 446，426，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 170円 � 280円 枠 連（5－5） 650円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 340円 �� 660円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 339603 的中 � 98003（1番人気）
複勝票数 計 517103 的中 � 119788（1番人気）� 80568（2番人気）� 36748（6番人気）
枠連票数 計 128347 的中 （5－5） 15140（2番人気）
馬連票数 計 588225 的中 �� 66446（1番人気）
馬単票数 計 271080 的中 �� 17563（1番人気）
ワイド票数 計 616350 的中 �� 50247（2番人気）�� 23143（5番人気）�� 15821（10番人気）
3連複票数 計 988238 的中 ��� 31966（4番人気）
3連単票数 計1015323 的中 ��� 10374（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．9―42．6―55．2―1：07．9―1：21．3―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインアウォード �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．7．4 函館4着

2019．4．21生 牡2栗 母 バラベルサイユ 母母 ナイスグリンベル 3戦1勝 賞金 6，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロバブルチェンジ号・ヒロノゴウカイ号・ウインイノセンス号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，令和3年9月8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 グレートバリア号

20134 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12日 第2競走 2，000�3歳未勝利
発走10時25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

23 サトノディーバ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 488＋ 82：02．2 3．1�
714 ラヴィエント 牝3鹿 54 池添 謙一 DMMドリームクラブ� 池添 学 安平 ノーザンファーム B474± 0 〃 クビ 3．6�
35 グ ラ ヴ ィ テ 牝3黒鹿54 吉田 隼人栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 486－ 62：02．3クビ 8．2�
47 ド ラ グ 牝3黒鹿 54

51 ▲西谷 凜�三嶋牧場 小林 真也 浦河 三嶋牧場 418＋10 〃 クビ 181．5�
611 セラスチューム 牝3栗 54 横山 和生ライオンレースホース� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466＋ 42：02．51� 14．2	
36 クイーンシルビア 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 440－ 2 〃 ハナ 96．5

12 シュトゥルーデル 牝3芦 54

51 ▲小沢 大仁金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 426－ 22：02．6� 5．5�

59 ミスハイローラー 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 488＋ 22：02．7クビ 83．5�
24 ア イ ド ゥ 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心�谷岡牧場 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 446± 0 〃 アタマ 24．1
713 ロジディープ 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真久米田正明氏 新開 幸一 新冠 秋田牧場 432－ 6 〃 クビ 50．7�
612 グリュレーヴ 牝3芦 54 団野 大成飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482－ 62：03．12� 14．2�
48 ヴィクトールアイ 牝3鹿 54 原田 和真 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 沖田牧場 478－ 22：03．31� 87．7�
510 フェミニンルック 牝3鹿 54 松田 大作 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 422＋ 22：03．61� 152．9�
816 ブ レ リ ア 牝3青鹿 54

52 △秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 446± 02：03．7� 25．7�

11 メジャーアゲン 牝3栗 54 黛 弘人浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 446＋ 22：03．8クビ 408．6�
815 テイケイラウレア 牝3鹿 54 大野 拓弥兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B448＋ 42：04．12 15．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，215，400円 複勝： 55，556，800円 枠連： 12，076，700円
馬連： 60，719，600円 馬単： 25，847，500円 ワイド： 64，102，100円
3連複： 98，686，200円 3連単： 97，288，400円 計： 450，492，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 150円 � 160円 枠 連（2－7） 660円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 240円 �� 430円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 5，920円

票 数

単勝票数 計 362154 的中 � 92874（1番人気）
複勝票数 計 555568 的中 � 127818（1番人気）� 92559（2番人気）� 80688（3番人気）
枠連票数 計 120767 的中 （2－7） 14050（1番人気）
馬連票数 計 607196 的中 �� 63990（1番人気）
馬単票数 計 258475 的中 �� 15189（1番人気）
ワイド票数 計 641021 的中 �� 76324（1番人気）�� 36509（3番人気）�� 23665（6番人気）
3連複票数 計 986862 的中 ��� 43278（2番人気）
3連単票数 計 972884 的中 ��� 11913（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―12．2―12．6―12．7―12．2―12．2―12．4―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．8―35．0―47．6―1：00．3―1：12．5―1：24．7―1：37．1―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．5
1
3
15（8，10）11（5，12）6（3，2，16）（7，13，14）－（4，9）－1
15，10（8，11，12）（5，6）（3，2，16，14）（7，13）（4，9）－1

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

勝馬の
紹 介

サトノディーバ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2021．4．3 阪神3着

2018．4．6生 牝3黒鹿 母 シークレットアセット 母母 Smuggler 7戦1勝 賞金 12，980，000円
〔発走状況〕 ラヴィエント号は，発走地点で左後肢落鉄。発走時刻5分遅延。
〔その他〕 シュトゥルーデル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シュトゥルーデル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年9月8日まで出走できない。
※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） 1頭 ファストブレイク号
（非抽選馬） 3頭 アースフレア号・ファインディーヴァ号・ブリングトゥライフ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第１回 函館競馬 第１２日



20135 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12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 グランディス 牡3鹿 56 C．ルメール 石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 B458± 01：47．9 2．4�
58 メモリーエアシップ 牡3鹿 56 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 大北牧場 460－ 21：48．21� 13．6�
57 ナ ム ラ ハ カ 牡3黒鹿56 武 豊奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 468－ 21：48．51� 20．6�
11 エナジーボーイ 牡3鹿 56 古川 吉洋桑畑 夏美氏 石毛 善彦 日高 浜本牧場 452＋ 81：48．71� 29．7�
711 ラ ン ス ル ー 牡3栗 56 大野 拓弥前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 538＋ 21：48．8クビ 4．7�
33 ショウネンジダイ 牡3鹿 56 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 新冠 長浜牧場 472＋ 21：49．22� 9．6	
22 シゲルブイン 牡3鹿 56 団野 大成森中 蕃氏 深山 雅史 日高 シンボリ牧場 446－ 81：49．51� 300．8

46 ケイアイマヌカ 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真 �ケイアイスタリオン 村山 明 新ひだか 松田牧場 460－ 2 〃 クビ 56．2�
610� グレイシャーベイ 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁ゴドルフィン 浅見 秀一 愛 Tinnakill
Bloodstock Ltd 456－ 2 〃 ハナ 11．8�

712 ヒロシゲサウザント 牡3鹿 56
55 ☆亀田 温心阿尾 浩和氏 長谷川浩大 新ひだか 岡田牧場 524－101：49．6クビ 65．8

813 カイザーレヴァンテ 牡3黒鹿56 岩田 康誠落合 幸弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 484－ 41：49．7� 5．7�
45 ガ レ ア 牡3黒鹿56 黛 弘人 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 41：49．8� 30．7�
814 レオフューチャー 牡3栗 56 坂井 瑠星親川 智行氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 538＋ 21：50．54 31．6�
69 メ ル カ デ オ 牡3青鹿 56

53 ▲西谷 凜�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム B500＋ 81：50．82 61．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 43，692，600円 複勝： 66，987，200円 枠連： 12，259，200円
馬連： 62，257，500円 馬単： 30，095，600円 ワイド： 65，329，300円
3連複： 108，209，500円 3連単： 120，380，800円 計： 509，211，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 390円 � 490円 枠 連（3－5） 670円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 700円 �� 850円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 6，640円 3 連 単 ��� 23，040円

票 数

単勝票数 計 436926 的中 � 142642（1番人気）
複勝票数 計 669872 的中 � 156605（1番人気）� 37900（6番人気）� 28739（7番人気）
枠連票数 計 122592 的中 （3－5） 14065（3番人気）
馬連票数 計 622575 的中 �� 24348（7番人気）
馬単票数 計 300956 的中 �� 7632（10番人気）
ワイド票数 計 653293 的中 �� 24815（7番人気）�� 19868（8番人気）�� 7428（24番人気）
3連複票数 計1082095 的中 ��� 12220（21番人気）
3連単票数 計1203808 的中 ��� 3788（60番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―31．4―44．3―57．2―1：10．0―1：22．8―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．9
1
3
4，7（8，10，13）（11，14）－（2，3，5）－6－（1，12）9・（4，7）（8，13）（10，11）（2，9）（3，1）（5，14）6－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グランディス �
�
父 Free Eagle �

�
母父 Dubawi デビュー 2020．10．31 東京3着

2018．2．19生 牡3鹿 母 マリーファー 母母 Itqaan 10戦1勝 賞金 14，900，000円
〔その他〕 メルカデオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メルカデオ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年9月8日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ゲットアップ号・ボニンブルー号

20136 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12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
1：06．0

良
良

47 ゼログラヴィティ 牝3黒鹿54 丹内 祐次ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496＋ 81：09．1 8．9�

24 セブンシーズ 牝3黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 432± 01：09．63 7．5�
815 トミケンサルタール 牝3黒鹿54 坂井 瑠星佐野 信幸氏 尾形 和幸 新ひだか 片山牧場 462＋ 41：09．91� 14．7�
11 ロ ジ ネ イ ア 牝3黒鹿 54

52 △秋山 稔樹久米田正明氏 古賀 慎明 洞�湖 レイクヴィラファーム 430＋ 41：10．0クビ 4．1�
714 アスターベルデ 牝3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 498＋ 81：10．1� 57．5�
59 ブラックライフ 牝3青鹿54 菱田 裕二清水 義德氏 吉田 直弘 日高 広富牧場 438＋ 8 〃 クビ 35．8	
36 エリカステラ 牝3鹿 54 藤岡 佑介三木 正浩氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 406－ 21：10．2� 15．7

23 エントラーテ 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 智氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 432＋ 2 〃 � 83．2�
611 ナッシュカッツェ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心西村 �平氏 本間 忍 日高 三輪牧場 442＋ 61：10．3� 151．8
12 セツゲツフウカ 牝3鹿 54 団野 大成 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 434－141：10．4� 57．1�
713 ジョイフルラブ 牝3鹿 54 C．ルメール 堀口 晴男氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 460＋ 81：10．5� 10．5�
510 エアシュラブ 牝3鹿 54 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 486－ 81：10．6� 2．4�
35 デリスブラン 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大田原 邦男氏 小島 茂之 日高 スウィング
フィールド牧場 482＋201：10．7クビ 47．3�

48 クリノネモフィラ 牝3栗 54
51 ▲西谷 凜栗本 博晴氏 長谷川浩大 日高 宝寄山 拓樹 432± 0 〃 クビ 209．2�

612 ボ ル ゲ リ 牡3鹿 56 横山 和生チームユッキレーシング 大江原 哲 日高 広富牧場 504＋ 41：11．76 37．4�
816 シルバーテゾロ 牡3鹿 56 菊沢 一樹クラム 伊坂 重信 日高 山田 政宏 B426－ 21：11．8� 293．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，501，400円 複勝： 69，246，000円 枠連： 11，572，400円
馬連： 69，709，700円 馬単： 32，923，400円 ワイド： 70，919，400円
3連複： 112，058，400円 3連単： 121，841，000円 計： 534，771，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 290円 � 230円 � 290円 枠 連（2－4） 2，460円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 6，750円

ワ イ ド �� 900円 �� 2，190円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 13，970円 3 連 単 ��� 66，410円

票 数

単勝票数 計 465014 的中 � 41753（4番人気）
複勝票数 計 692460 的中 � 60148（5番人気）� 83408（3番人気）� 60276（4番人気）
枠連票数 計 115724 的中 （2－4） 3635（10番人気）
馬連票数 計 697097 的中 �� 17793（9番人気）
馬単票数 計 329234 的中 �� 3656（22番人気）
ワイド票数 計 709194 的中 �� 20930（9番人気）�� 8117（23番人気）�� 13583（14番人気）
3連複票数 計1120584 的中 ��� 6012（43番人気）
3連単票数 計1218410 的中 ��� 1330（193番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．3―11．4―11．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．5―44．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼログラヴィティ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Cape Cross デビュー 2021．3．27 中山12着

2018．5．11生 牝3黒鹿 母 ヴ ァ レ ッ タ 母母 Vituisa 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ボルゲリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月8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） 2頭 エスタンピージャ号・コパノデナリス号
（非抽選馬） 1頭 フィエゾン号



20137 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．3
1：44．5

良
良

68 ダークエクリプス 牡2青鹿54 坂井 瑠星矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 478 ―1：52．8 23．5�
57 ナンヨーリリー 牝2栗 54

53 ☆泉谷 楓真中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 420 ―1：53．01� 85．6�
33 ポッドボレット 牡2鹿 54 武 豊小川眞査雄氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 500 ―1：53．1クビ 9．2�
22 メイプルリッジ 牡2栗 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B458 ― 〃 アタマ 25．7�
812 イエヴァンポルッカ 牡2芦 54 大野 拓弥ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 468 ― 〃 クビ 4．8�
11 レッドラディエンス 牡2黒鹿54 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 白老 社台牧場 484 ―1：53．2� 1．5	
56 ジョーカーブラウン 牡2鹿 54

52 △秋山 稔樹プレミアムレースホース 松山 将樹 浦河 栄進牧場 516 ―1：53．3� 102．6

69 ウインメイフラワー 牝2栗 54 横山 和生�ウイン 梅田 智之 日高 出口牧場 464 ―1：53．51� 15．8�
813 エコログロリアス 牡2鹿 54 吉田 隼人原村 正紀氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474 ―1：53．6� 26．2�
711 グールドベルト 牡2鹿 54 横山 武史�G1レーシング 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―1：53．91� 30．4
710 リュカイオス 牡2栗 54 菱田 裕二篁 真一郎氏 杉山 佳明 浦河 桑田フアーム 426 ―1：54．0� 56．5�
44 マイネルブデット 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 444 ―1：55．38 164．5�
45 デルマドワーフ 牡2栗 54 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 452 ― 〃 クビ 192．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，946，700円 複勝： 124，652，700円 枠連： 12，484，600円
馬連： 57，456，400円 馬単： 39，307，400円 ワイド： 55，168，600円
3連複： 91，507，500円 3連単： 147，716，800円 計： 589，240，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 920円 � 3，220円 � 500円 枠 連（5－6） 8，210円

馬 連 �� 41，570円 馬 単 �� 118，870円

ワ イ ド �� 8，780円 �� 1，430円 �� 5，450円

3 連 複 ��� 86，980円 3 連 単 ��� 781，710円

票 数

単勝票数 計 609467 的中 � 21887（5番人気）
複勝票数 計1246527 的中 � 35573（5番人気）� 9593（10番人気）� 71059（3番人気）
枠連票数 計 124846 的中 （5－6） 1178（20番人気）
馬連票数 計 574564 的中 �� 1071（50番人気）
馬単票数 計 393074 的中 �� 248（112番人気）
ワイド票数 計 551686 的中 �� 1594（50番人気）�� 10234（14番人気）�� 2580（41番人気）
3連複票数 計 915075 的中 ��� 789（131番人気）
3連単票数 計1477168 的中 ��� 137（804番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．9―13．2―13．3―12．6―12．2―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．9―51．1―1：04．4―1：17．0―1：29．2―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．8
1
3
10，12，8（9，11）（3，7）13（1，2）5－（4，6）・（10，12）（8，11，7，13）（3，1）（4，2）（6，9）－5

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

勝馬の
紹 介

ダークエクリプス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Woodman 初出走

2019．4．14生 牡2青鹿 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ダークエクリプス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：3番）

20138 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12日 第6競走 ��2，600�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
2：37．3
2：35．1

良
良

612 トラウンシュタイン 牡3鹿 56 吉田 隼人�G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム 454＋ 62：43．1 8．0�
510� アメリカンマッハ 牡3鹿 56 C．ルメール �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

506＋20 〃 クビ 5．5�
23 ルリアンシップ 牝3芦 54

53 ☆亀田 温心�下河辺牧場 稲垣 幸雄 日高 下河辺牧場 420－ 22：43．73� 72．5�
59 メモラーブル 牝3鹿 54 横山 武史吉田 晴哉氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 462－ 22：43．91� 2．9�
611� ジャストフィット 牡3栗 56 団野 大成嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 494－ 62：44．1� 33．2	
816 アヴァンツァーレ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 488－ 82：44．2� 19．4


24 ショウナンサルヴォ 牡3栗 56 池添 謙一国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 490＋ 62：44．52 4．5�
47 マッソニアーナ 牡3黒鹿56 菱田 裕二水野 淳氏 松下 武士 日高 中前牧場 462＋102：44．81� 14．0�
815 エイシンビルト 牡3芦 56

55 ☆泉谷 楓真�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 510＋ 62：44．9� 36．7
11 マイネルスキーブ 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム B466＋ 22：45．11� 15．8�
12 ブレスオブライフ 牡3鹿 56 荻野 琢真�フクキタル 寺島 良 新冠 パカパカ

ファーム 476＋142：45．2� 13．9�

35 ローラズウィシュ 牝3青 54
51 ▲小林 凌大�佐藤牧場 小島 茂之 新冠 佐藤牧場 B498－ 42：45．94 54．5�

（法529）

36 モンサンラディウス 牡3鹿 56 松田 大作山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 514＋ 22：46．32� 65．0�
48 トレンチタウン 牡3鹿 56

54 △秋山 稔樹 �ニッシンホール
ディングス 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 478－ 62：46．83 269．7�

714 コパノセイバー 牝3鹿 54 川又 賢治小林 照弘氏 深山 雅史 新冠 上井農場 496－ 22：47．86 299．6�
713 ケ オ ナ 牡3栗 56 幸 英明林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 508± 02：48．33 78．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，398，900円 複勝： 57，085，300円 枠連： 13，338，400円
馬連： 57，120，800円 馬単： 23，292，200円 ワイド： 59，456，800円
3連複： 95，499，500円 3連単： 102，130，300円 計： 443，322，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 260円 � 220円 � 1，460円 枠 連（5－6） 810円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 740円 �� 7，460円 �� 5，410円

3 連 複 ��� 44，430円 3 連 単 ��� 187，930円

票 数

単勝票数 計 353989 的中 � 35099（4番人気）
複勝票数 計 570853 的中 � 61522（4番人気）� 76252（3番人気）� 8158（13番人気）
枠連票数 計 133384 的中 （5－6） 12684（4番人気）
馬連票数 計 571208 的中 �� 18478（9番人気）
馬単票数 計 232922 的中 �� 3087（19番人気）
ワイド票数 計 594568 的中 �� 21963（6番人気）�� 1986（62番人気）�� 2751（49番人気）
3連複票数 計 954995 的中 ��� 1612（121番人気）
3連単票数 計1021303 的中 ��� 394（542番人気）

ハロンタイム 13．5―12．0―12．4―12．5―12．5―12．6―12．4―12．6―12．2―12．3―12．6―12．6―12．9

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�
13．5―25．5―37．9―50．4―1：02．9―1：15．5―1：27．9―1：40．5―1：52．7―2：05．0―2：17．6―2：30．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．4―3F38．1
1
�
6－10，13（16，9）（1，4，11）14（3，7，5）－15－8，12－2
6（10，9）（16，4，11）（1，15）（7，5，12）－（14，3，2）（8，13）

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

勝馬の
紹 介

トラウンシュタイン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Dansili デビュー 2020．10．31 京都13着

2018．2．9生 牡3鹿 母 ト ラ ウ ム 母母 Tu Eres Mi Amore 9戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケオナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月8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〕 モンサンラディウス号・トレンチタウン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月8日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 テイエムカチドキ号・リーゼントジャンボ号



20139 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12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）

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

57 テイルウインド 牡3青鹿54 戸崎 圭太高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 462－ 81：46．2 20．9�
712 メイショウイッコン 牝3芦 52

50 △秋山 稔樹松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 452＋ 41：46．41� 3．3�
69 ラ ル フ 牡3栗 54 団野 大成�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 472± 01：46．6� 12．3�
711 カズカポレイ 牡3鹿 54 岩田 康誠合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 494＋ 21：47．02� 36．6�
34 ミスズメジャー 牡3栗 54 古川 吉洋永井 啓弍氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 B460－ 2 〃 ハナ 64．7�
814 タイキドミニオン 牡3鹿 54 横山 武史	大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 508－ 21：47．1� 2．2

58 ア ナ ゴ サ ン 牡3栗 54 池添 謙一内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 456± 01：47．63 14．0�
33 サトノアレックス �4栗 57 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486＋ 21：47．81� 41．5�
46 フームスムート 牡4黒鹿57 坂井 瑠星ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 532＋ 6 〃 クビ 53．7
610� シロイスズメ 牡4芦 57 松田 大作藤本 直弘氏 尾形 和幸 むかわ エイトカラーファー

ムズ株式会社 B506－ 41：48．54 170．1�
813 マリオンエール 牝3鹿 52 武 豊サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 464＋ 81：48．81� 20．6�
45 レッドオールデン �6鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 484－ 81：50．18 16．7�
22 サウンドブレイズ 牡3鹿 54

53 ☆亀田 温心増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 守矢牧場 494－ 21：50．2� 284．7�
11 プライムデイ 牡3黒鹿54 吉田 隼人 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 492－ 21：50．41 10．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，907，400円 複勝： 73，200，700円 枠連： 15，230，300円
馬連： 81，081，900円 馬単： 34，965，900円 ワイド： 80，458，000円
3連複： 135，061，800円 3連単： 152，163，100円 計： 621，069，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 460円 � 170円 � 320円 枠 連（5－7） 1，440円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 11，790円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，380円 �� 550円

3 連 複 ��� 9，630円 3 連 単 ��� 75，920円

票 数

単勝票数 計 489074 的中 � 18697（8番人気）
複勝票数 計 732007 的中 � 34700（8番人気）� 137129（2番人気）� 55265（3番人気）
枠連票数 計 152303 的中 （5－7） 8165（7番人気）
馬連票数 計 810819 的中 �� 15118（14番人気）
馬単票数 計 349659 的中 �� 2224（31番人気）
ワイド票数 計 804580 的中 �� 15198（13番人気）�� 8309（28番人気）�� 39989（3番人気）
3連複票数 計1350618 的中 ��� 10510（32番人気）
3連単票数 計1521631 的中 ��� 1453（241番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．2―43．2―55．5―1：07．6―1：20．1―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．6
1
3
4，10－12－7，8（1，11，13，14）3－2，9－6，5
4（10，12）8，7，11，14（9，13）3－（1，2）6－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイルウインド �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．6．27 東京7着

2018．2．28生 牡3青鹿 母 スターウインド 母母 チェイスザウインド 7戦2勝 賞金 16，310，000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） 1頭 メイショウラッシュ号
（非抽選馬） 2頭 クリノウマーベラス号・コスモクウェンチ号

20140 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （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
1：57．8
1：56．1

良
良

59 � エアサージュ 牡3鹿 54 C．ルメール �ラッキーフィールド池添 学 米 Winches-
ter Farm 522＋162：01．7 2．1�

36 カフジアスール 牡3鹿 54
53 ☆泉谷 楓真加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 470＋ 42：02．02 7．0�

35 アドマイヤハレー 牡3青鹿54 横山 武史近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 458－ 22：02．21 5．0�
510 マイネルデステリョ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 458± 02：02．3� 75．4�
23 アイスジェイド 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 476－ 42：02．62 17．8	
612 ク オ ン タ ム 牝3芦 52 杉原 誠人�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 446＋ 82：02．81� 82．3

24 ブルームラッシュ 牡4鹿 57 団野 大成 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B460＋ 2 〃 アタマ 100．7�
47 シンシアリダーリン 牝3鹿 52

50 △秋山 稔樹�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 442± 02：02．9クビ 6．9�
12 グッドラベリング 牝3栗 52 吉田 隼人青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 422± 02：03．0� 24．4
713 アスクスタイルマン 牡3黒鹿54 川又 賢治廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 462－ 82：03．1� 104．6�
48 キ ゾ ク 牡3栗 54

51 ▲小沢 大仁西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 488－ 42：03．2� 15．1�
11 	 ヌ ン カ プ ト 牡4鹿 57 黛 弘人ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 452＋ 4 〃 クビ 258．4�
714 ルージュアリュール 牝3鹿 52 横山 和生 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 430＋142：03．3
 30．8�
611 アースブレイブ �4青鹿 57

54 ▲小林 凌大松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 B462＋ 82：03．4� 349．2�
816 プルスウルトラ 牡3栗 54 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 516＋ 42：03．82� 21．3�
815 トゥプエデス 牡5黒鹿 57

53 ★永島まなみ佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 458± 02：04．75 140．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，696，700円 複勝： 69，704，700円 枠連： 17，123，100円
馬連： 96，220，600円 馬単： 39，259，600円 ワイド： 83，577，800円
3連複： 148，960，000円 3連単： 173，220，500円 計： 682，763，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 170円 � 150円 枠 連（3－5） 380円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 350円 �� 330円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 5，640円

票 数

単勝票数 計 546967 的中 � 202970（1番人気）
複勝票数 計 697047 的中 � 145878（1番人気）� 95754（3番人気）� 114131（2番人気）
枠連票数 計 171231 的中 （3－5） 34301（1番人気）
馬連票数 計 962206 的中 �� 83701（3番人気）
馬単票数 計 392596 的中 �� 23372（3番人気）
ワイド票数 計 835778 的中 �� 60689（3番人気）�� 65878（2番人気）�� 46281（4番人気）
3連複票数 計1489600 的中 ��� 68335（3番人気）
3連単票数 計1732205 的中 ��� 22242（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．9―48．1―1：00．6―1：12．8―1：24．7―1：37．0―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．0
1
3
・（9，15）－（7，12，16）8（6，13，14）（10，5）3（4，11）2，1・（9，11）（7，16，14）（6，12，13，5）（15，8）（3，10）4，2，1

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

勝馬の
紹 介

�エアサージュ �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Empire Maker デビュー 2021．1．5 中京1着

2018．4．1生 牡3鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 3戦2勝 賞金 14，610，000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 パクスジャポニカ号



20141 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12日 第9競走 ��
��1，800�

ま つ ま え

松 前 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，2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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

56 テーオーラフィット 牝3黒鹿52 横山 武史小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 61：48．5 2．8�
812 キタノインパクト 牡5鹿 57 C．ルメール DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 500－ 21：48．82 2．2�
811 ギャラントウォリア 牡3青鹿54 池添 謙一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 500＋ 61：49．0� 5．6�
33 ルヴェルソー 牝4黒鹿55 藤岡 佑介 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 456± 01：49．42	 7．1�
22 
 ブラックデビル �6鹿 57 坂井 瑠星岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 460± 0 〃 ハナ 33．2	
68 
 ブルーエクセレンス 牡5青鹿57 団野 大成ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 61：49．72 49．6

67 セグレドスペリオル 牡5鹿 57 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：49．8アタマ 56．7�
710 メイショウカクウン 牡6青鹿57 横山 和生松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 462＋ 2 〃 	 18．6�
55 ファイナルマズル 牡5鹿 57 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：50．43	 204．5
79 ジャディード 牡6黒鹿57 小沢 大仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B460＋121：50．61 302．5�
44 ピッツバーグ �8鹿 57 丹内 祐次ディアレストクラブ� 清水 英克 日高 戸川牧場 510＋ 81：50．81� 212．1�
11 カフジロッソ 牡5鹿 57 吉田 隼人加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 510－ 21：50．9� 126．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 62，135，700円 複勝： 81，336，100円 枠連： 17，940，000円
馬連： 95，514，400円 馬単： 53，633，000円 ワイド： 76，496，700円
3連複： 159，927，400円 3連単： 280，757，100円 計： 827，740，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（5－8） 280円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 200円 �� 390円 �� 240円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 3，610円

票 数

単勝票数 計 621357 的中 � 176015（2番人気）
複勝票数 計 813361 的中 � 129088（2番人気）� 322477（1番人気）� 100636（4番人気）
枠連票数 計 179400 的中 （5－8） 48100（1番人気）
馬連票数 計 955144 的中 �� 178487（1番人気）
馬単票数 計 536330 的中 �� 42510（4番人気）
ワイド票数 計 764967 的中 �� 110589（1番人気）�� 43344（5番人気）�� 82202（2番人気）
3連複票数 計1599274 的中 ��� 181827（2番人気）
3連単票数 計2807571 的中 ��� 56348（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．0―12．3―11．6―11．6―11．8―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．6―48．9―1：00．5―1：12．1―1：23．9―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．4
1
3
6，11，12（2，8）－（3，7）（1，4）5（9，10）
6，11，12（2，8）－3，4（1，7，10）（9，5）

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

勝馬の
紹 介

テーオーラフィット �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．1．24 中京3着

2018．5．9生 牝3黒鹿 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 6戦3勝 賞金 33，549，000円
※カフジロッソ号・ファイナルマズル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20142 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12日 第10競走 ��1，200�
し お さ い

潮 騒 特 別
発走15時00分 （芝・右）

3歳以上，2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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．0

良
良

815 ネクストストーリー 牝3芦 52 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 496＋ 61：09．0 7．4�
47 ジュビリーヘッド 牡4鹿 57 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472± 01：09．1クビ 6．5�
612� ミニオンペール 牝5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 468± 01：09．2� 9．5�
48 エ グ レ ム ニ 牡4鹿 57 岩田 康誠吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム B496＋101：09．3クビ 7．1�
24 タイセイトレンディ �6青鹿57 菱田 裕二田中 成奉氏 田中 克典 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 21：09．61	 47．1	
23 エ ピ ロ ー グ 牝5鹿 55 川又 賢治藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B474－ 2 〃 � 28．3

11 カフェアヴニール 牡3青鹿54 和田 竜二西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 472＋ 21：09．7� 34．7�
12 クープドクール 牝3栗 52 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 468＋ 6 〃 クビ 5．7�
35 
 レッチェバロック 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 MMM

Stables 496－ 2 〃 ハナ 10．1
714 ピースマインド 牡8鹿 57 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 448－ 2 〃 ハナ 65．1�
611
 サトノジヴェルニー 牡4栗 57 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 450－ 6 〃 ハナ 5．9�
713
 ヴォイスオブジョイ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 476＋121：09．8アタマ 30．5�

59 ブ ッ チ ー ニ 牝5白 55 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 436－ 21：10．12 13．8�

36 オウケンドーン �5鹿 57 松田 大作福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B478－ 21：10．2� 73．8�
510
 メサテソーロ 牝4青鹿55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky
Farms B522＋ 61：10．94 18．7�

816� ルールダーマ 牡6栗 57 亀田 温心儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 478± 01：11．22 281．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 65，970，800円 複勝： 102，319，200円 枠連： 38，105，000円
馬連： 160，692，400円 馬単： 58，311，700円 ワイド： 134，029，800円
3連複： 273，384，400円 3連単： 273，878，700円 計： 1，106，692，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 260円 � 230円 枠 連（4－8） 1，700円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 940円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 9，070円 3 連 単 ��� 49，710円

票 数

単勝票数 計 659708 的中 � 71156（5番人気）
複勝票数 計1023192 的中 � 117653（3番人気）� 97996（5番人気）� 116982（4番人気）
枠連票数 計 381050 的中 （4－8） 17276（6番人気）
馬連票数 計1606924 的中 �� 37517（13番人気）
馬単票数 計 583117 的中 �� 7109（22番人気）
ワイド票数 計1340298 的中 �� 27232（14番人気）�� 37110（8番人気）�� 27999（13番人気）
3連複票数 計2733844 的中 ��� 22595（23番人気）
3連単票数 計2738787 的中 ��� 3994（136番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．0―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．1―44．8―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネクストストーリー �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．11．8 福島4着

2018．4．5生 牝3芦 母 パ ド ブ レ 母母 リオクラーロ 9戦3勝 賞金 40，286，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 メサテソーロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メサテソーロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年9月8日まで出走できない。

２レース目



20143 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12日 第11競走 ��
��1，700�第26回エルムステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，2．8．8以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはG
Ⅱ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限
定競走を除く）1着馬1�増，2．8．7以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，
牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成
績を除く）

札幌馬主協会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

34 スワーヴアラミス 牡6鹿 56 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B480± 01：44．5 9．3�

813 オメガレインボー 牡5栗 56 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 21：44．6	 16．6�
711 ロードブレス 牡5黒鹿58 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 504－101：44．81
 29．2�
46 ウェスタールンド �9栗 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488－101：44．9	 8．2�
610 レピアーウィット 牡6栗 57 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 554＋ 21：45．0� 9．4	
22 ケイティブレイブ 牡8栗 58 団野 大成瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 岡野牧場 528＋ 81：45．2� 42．8

69 ヴェンジェンス 牡8栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 488－ 21：45．62	 18．2�
45 タイムフライヤー 牡6鹿 57 武 豊 �サンデーレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 21：45．7� 14．6�
11 ダンツキャッスル 牡5鹿 56 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 B480－ 61：45．8	 17．8
57 ソリストサンダー 牡6黒鹿56 戸崎 圭太村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 478－ 41：45．9� 3．9�
712 ロードゴラッソ 牡6青 56 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 466－ 4 〃 ハナ 98．8�
58 トップウイナー 牡5栗 56 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B464＋ 21：46．21� 28．5�
814 デルマルーヴル 牡5青鹿57 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 502＋ 11：46．73 124．9�
33  アメリカンシード 牡4鹿 56 C．ルメール �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米 Courtlandt

Farm 484＋101：47．97 3．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 219，633，400円 複勝： 292，270，500円 枠連： 107，627，900円
馬連： 716，646，100円 馬単： 250，653，700円 ワイド： 482，036，000円
3連複： 1，339，215，300円 3連単： 1，613，679，600円 計： 5，021，762，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 320円 � 410円 � 770円 枠 連（3－8） 1，250円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 7，710円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 3，330円 �� 5，580円

3 連 複 ��� 40，610円 3 連 単 ��� 194，430円

票 数

単勝票数 計2196334 的中 � 188344（4番人気）
複勝票数 計2922705 的中 � 256846（4番人気）� 188680（6番人気）� 91817（10番人気）
枠連票数 計1076279 的中 （3－8） 66644（5番人気）
馬連票数 計7166461 的中 �� 129428（16番人気）
馬単票数 計2506537 的中 �� 24372（32番人気）
ワイド票数 計4820360 的中 �� 99391（16番人気）�� 36960（43番人気）�� 21863（59番人気）
3連複票数 計13392153 的中 ��� 24729（134番人気）
3連単票数 計16136796 的中 ��� 6017（639番人気）

ハロンタイム 6．8―11．5―12．0―11．9―12．1―12．0―12．4―12．9―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．3―30．3―42．2―54．3―1：06．3―1：18．7―1：31．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴアラミス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2017．10．8 東京8着

2015．3．26生 牡6鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 26戦8勝 賞金 213，446，000円
〔その他〕 アメリカンシード号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アメリカンシード号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年9月8日まで出走できない。
※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 サンダーブリッツ号・テーオーエナジー号・ドスハーツ号・ベルダーイメル号

20144 8月8日 曇 良 （3函館1） 第12日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時15分 （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
1：06．0

良
良

611 ブロンズレッド 牡3栗 54 団野 大成下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 522＋121：09．5 24．6�
24 メイショウオニテ 牡5青鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 458－ 41：09．82 26．5�
612 アンジュソレイユ 牝3栗 52 大野 拓弥犬塚悠治郎氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 448－ 2 〃 アタマ 8．1�
714 タマモダイジョッキ 牡3栗 54 武 豊タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474± 01：09．9クビ 2．5�
713� ラブサンキュー 牝5鹿 55 和田 竜二増田 陽一氏 辻 哲英 日高 奥山 博 464－ 2 〃 クビ 54．7�
47 � レッドルピナス 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 424－ 21：10．11 21．9	
11 ジャンカズマ 牡3鹿 54 横山 和生合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 462－ 41：10．2	 4．6

816� クローリスノキセキ 牝3鹿 52 戸崎 圭太嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 岡田牧場 446± 0 〃 クビ 19．4�
36 
 マジカルマジカル 牡4鹿 57

56 ☆亀田 温心吉田 和美氏 久保田貴士 豪 Emirates
Park Pty Ltd 490＋ 81：10．41� 39．2�

23 キョウワセイヴァー �4鹿 57 幸 英明浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B502－ 41：10．5クビ 28．2
815 ヴィクトリアポデル 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B504± 0 〃 クビ 23．5�
59 メイクアンシー 牡5青鹿 57

55 △山田 敬士チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 B454± 0 〃 アタマ 43．1�
510 アドマイヤレオ �5鹿 57 菊沢 一樹近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 468－121：10．71� 155．0�
35 スマイルアモーレ 牝3鹿 52 横山 武史星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 456＋ 8 〃 ハナ 7．1�
12 � リターンギフト 牝3青鹿 52

49 ▲小沢 大仁�辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 390＋141：10．8 153．8�
48 ネバーランド 牡4鹿 57

54 ▲西谷 凜田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 438＋ 61：10．9クビ 21．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 89，089，000円 複勝： 111，598，300円 枠連： 41，449，200円
馬連： 184，802，600円 馬単： 80，331，500円 ワイド： 155，195，700円
3連複： 311，409，200円 3連単： 372，139，300円 計： 1，346，014，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 640円 � 570円 � 370円 枠 連（2－6） 4，580円

馬 連 �� 28，800円 馬 単 �� 58，490円

ワ イ ド �� 6，390円 �� 2，930円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 62，780円 3 連 単 ��� 464，370円

票 数

単勝票数 計 890890 的中 � 28938（9番人気）
複勝票数 計1115983 的中 � 44288（8番人気）� 50374（6番人気）� 85784（4番人気）
枠連票数 計 414492 的中 （2－6） 7004（20番人気）
馬連票数 計1848026 的中 �� 4972（68番人気）
馬単票数 計 803315 的中 �� 1030（132番人気）
ワイド票数 計1551957 的中 �� 6202（62番人気）�� 13686（34番人気）�� 15900（30番人気）
3連複票数 計3114092 的中 ��� 3720（184番人気）
3連単票数 計3721393 的中 ��� 581（1189番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―10．9―11．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．5―45．0―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 15，4，8（2，12，11）（7，9，13）10（3，16）（6，14）－5，1 4 15，4－11（8，12）（2，9，13）（7，10，16）（3，14）6（5，1）

勝馬の
紹 介

ブロンズレッド �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．3．20 中京1着

2018．2．18生 牡3栗 母 ヘリテージゴールド 母母 ビューティフルゴールド 5戦2勝 賞金 13，460，000円
〔制裁〕 メイショウオニテ号の調教師石橋守は，馬場入場後に同馬の右頬革の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

４レース目



（3函館1）第12日 8月8日 （祝日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

230，080，000円
3，020，000円
22，380，000円
1，640，000円
27，330，000円
76，011，000円
5，105，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
797，148，300円
1，155，667，800円
312，041，500円
1，701，044，500円
695，729，500円
1，388，405，200円
2，972，743，000円
3，556，727，900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 12，579，507，700円

総入場人員 1，080名 （有料入場人員 931名）



令和3年度 第1回函館競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 1，861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

2，505，280，000円
64，790，000円
264，350，000円
16，930，000円
283，860，000円
801，063，000円
52，023，500円
17，865，600円

勝馬投票券売得金
7，691，116，500円
11，110，546，600円
2，426，206，800円
13，671，787，400円
6，045，594，500円
11，522，185，700円
23，246，904，900円
29，550，735，000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 105，265，077，400円

総入場延人員 13，066名 （有料入場延人員 11，375名）
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