
20025 7月10日 曇 良 （3函館1） 第3日 第1競走 1，200�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
1：08．7
1：07．5

良
良

44 ブッシュガーデン 牝2黒鹿54 C．ルメール�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 454＋ 61：09．8 2．5�

11 トーセンヴァンノ 牡2黒鹿54 武 豊島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 478＋ 4 〃 アタマ 4．4�

22 ファーンヒル 牡2黒鹿54 大野 拓弥 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 450－ 61：10．01� 7．5�

33 ミスリチャード 牝2鹿 54
53 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 414＋ 41：10．1� 58．4	

66 エ ル バ リ オ 牡2鹿 54 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 496＋ 21：10．2� 4．1�
77 スマイルアップ 牝2芦 54 丹内 祐次馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 420－ 61：10．62� 15．0�
89 ミ ウ ィ 牝2鹿 54 古川 吉洋�ORTEGA 大江原 哲 新冠 柏木 一則 428＋ 41：11．02 12．1
88 マイアミュレット 牡2鹿 54

53 ☆亀田 温心�マークス 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 458＋ 4 〃 クビ 109．8�
55 ミンナノユメミノル 牡2栗 54 団野 大成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 478＋ 21：11．42� 48．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 34，953，600円 複勝： 57，650，000円 枠連： 4，594，200円
馬連： 42，013，200円 馬単： 24，949，600円 ワイド： 39，599，400円
3連複： 65，697，600円 3連単： 105，795，900円 計： 375，253，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（1－4） 500円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 240円 �� 310円 �� 400円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 2，760円

票 数

単勝票数 計 349536 的中 � 115950（1番人気）
複勝票数 計 576500 的中 � 182791（1番人気）� 106487（3番人気）� 70299（4番人気）
枠連票数 計 45942 的中 （1－4） 6997（1番人気）
馬連票数 計 420132 的中 �� 67078（1番人気）
馬単票数 計 249496 的中 �� 23887（2番人気）
ワイド票数 計 395994 的中 �� 46617（2番人気）�� 32138（4番人気）�� 23418（6番人気）
3連複票数 計 656976 的中 ��� 63498（3番人気）
3連単票数 計1057959 的中 ��� 27756（3番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．3―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．2―46．0―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブッシュガーデン �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Hard Spun デビュー 2021．6．12 札幌3着

2019．3．6生 牝2黒鹿 母 フリスコベイ 母母 Frisco Belle 3戦1勝 賞金 8，900，000円

20026 7月10日 曇 良 （3函館1） 第3日 第2競走 1，000�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

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

811 ニューフロンティア 牡3鹿 56
53 ▲小沢 大仁平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 476± 0 58．8 3．0�

55 エ ル ソ ー ル 牝3鹿 54
50 ★永島まなみ �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 飛野牧場 434＋12 59．75 17．2�

710 ブリエヴェール 牡3青鹿56 池添 謙一 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462± 0 59．8クビ 3．5�
33 クリノヴァニラ 牝3栗 54 黛 弘人栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 横井 哲 486＋ 81：00．01� 42．9�
11 アラタマリスト 牝3栗 54 水口 優也荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 440－101：00．63� 51．3�
56 インディナート 牝3黒鹿54 団野 大成 KAJIMOTOホー

ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか タガミファーム 434± 01：00．7クビ 3．2	
68 スノームーンライト 牡3黒鹿56 菱田 裕二堀江 貞幸氏 高橋 文雅 むかわ 宇南山牧場 486－ 61：00．8� 23．1

67 ビューティフルボム 牝3芦 54 丹内 祐次西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 460－ 41：01．12 60．1�
812 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 456－ 21：01．2クビ 9．5�
44 クールシラユリ 牝3青鹿54 菊沢 一樹村島 昭男氏 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 430－ 81：01．52 57．4
79 ハローキャシー 牝3黒鹿 54

52 △秋山 稔樹 J．ウィルソン氏 尾形 和幸 新ひだか 山口 忠彦 442＋101：01．6クビ 118．8�
22 ブルーグリッター 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大井手 慶祐氏 新開 幸一 日高 スマイルファーム B456－ 2 〃 ハナ 21．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，620，000円 複勝： 38，356，800円 枠連： 7，088，600円
馬連： 44，195，300円 馬単： 22，014，700円 ワイド： 39，541，100円
3連複： 68，503，600円 3連単： 81，777，800円 計： 331，097，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 390円 � 150円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 280円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 25，090円

票 数

単勝票数 計 296200 的中 � 77861（1番人気）
複勝票数 計 383568 的中 � 88824（1番人気）� 17348（7番人気）� 73674（3番人気）
枠連票数 計 70886 的中 （5－8） 15009（1番人気）
馬連票数 計 441953 的中 �� 8656（14番人気）
馬単票数 計 220147 的中 �� 2659（21番人気）
ワイド票数 計 395411 的中 �� 8434（14番人気）�� 41235（2番人気）�� 7776（16番人気）
3連複票数 計 685036 的中 ��� 13422（12番人気）
3連単票数 計 817778 的中 ��� 2363（78番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．6―11．8―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニューフロンティア �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 Danehill デビュー 2021．1．10 中京5着

2018．3．18生 牡3鹿 母 セントフロンティア 母母 Cashelmara 8戦1勝 賞金 9，050，000円
〔3走成績による出走制限〕 クールシラユリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月10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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 サザークブリッジ号・ダズリンビジュー号・トップシンデレラ号・ニシノカムイ号・ペイシャケイティー号・

ボーヴィヴィエンヌ号・ヨリクンロード号

第１回 函館競馬 第３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



20027 7月10日 曇 良 （3函館1） 第3日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走10時55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
1：06．8
1：06．0

良
良

35 アルムファーツリー 牝3黒鹿54 大野 拓弥﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 446－ 61：09．3 10．6�

23 ウインカンターレ 牝3鹿 54 横山 武史�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 41：09．41 15．5�
11 フェアリーバローズ 牝3鹿 54 C．ルメール 猪熊 広次氏 辻野 泰之 平取 二風谷ファーム 424＋121：09．61 3．5�
12 パラマウント 牝3青鹿54 団野 大成 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 416＋ 4 〃 アタマ 51．7�
24 セ リ シ ア 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 460－ 41：09．81 4．4�
714 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 488＋ 61：09．9� 47．4	
816 シーロンシャン 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �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 472－ 41：10．0� 4．7

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 394－ 81：10．31� 132．4�
815 グ リ ー ジ ャ 牝3芦 54

50 ★永島まなみ窪田 芳郎氏 四位 洋文 平取 坂東牧場 460－261：10．4� 244．3
611 ビスボッチャ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462＋121：10．5� 41．6�

36 カワカミカリーナ 牝3青鹿 54
53 ☆泉谷 楓真 �三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 464＋ 21：10．61� 5．6�

713 ハートフルワールド 牝3鹿 54 池添 謙一西浦 和男氏 牧浦 充徳 浦河 丸幸小林牧場 456＋141：10．7クビ 25．1�
47 デ ィ キ シ ー 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 440＋ 81：10．91 38．9�
59 レープハフト 牝3鹿 54 菱田 裕二山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 4 〃 クビ 20．3�
48 メイショウカモーン 牝3鹿 54 加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 452－ 21：11．11� 193．3�
510 ナッシングオンユー 牝3鹿 54 竹之下智昭�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 416＋ 61：11．73� 533．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，360，500円 複勝： 58，248，700円 枠連： 9，928，600円
馬連： 58，290，100円 馬単： 24，355，000円 ワイド： 58，642，800円
3連複： 98，096，800円 3連単： 93，306，100円 計： 443，228，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 310円 � 380円 � 190円 枠 連（2－3） 660円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 10，820円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 890円 �� 990円

3 連 複 ��� 7，730円 3 連 単 ��� 52，890円

票 数

単勝票数 計 423605 的中 � 31818（5番人気）
複勝票数 計 582487 的中 � 45697（5番人気）� 35446（7番人気）� 92013（3番人気）
枠連票数 計 99286 的中 （2－3） 11653（2番人気）
馬連票数 計 582901 的中 �� 7861（22番人気）
馬単票数 計 243550 的中 �� 1688（40番人気）
ワイド票数 計 586428 的中 �� 8482（22番人気）�� 17255（8番人気）�� 15339（10番人気）
3連複票数 計 980968 的中 ��� 9507（25番人気）
3連単票数 計 933061 的中 ��� 1279（185番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．9―11．6―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．3―44．9―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルムファーツリー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．11 阪神3着

2018．3．26生 牝3黒鹿 母 チャーリーズ 母母 タガノチャーリーズ 17戦1勝 賞金 18，810，000円
〔制裁〕 ウインカンターレ号の騎手横山武史は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番）

20028 7月10日 曇 良 （3函館1） 第3日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時25分 （ダート・右）

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

814 ギャリエノワール 牡3青鹿56 横山 武史�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 500± 01：46．0 1．9�
610 デルマタモン 牡3栗 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 506＋ 41：47．06 4．6�
57 ホッコーマイサン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 492＋ 21：48．06 15．8�
813 テイエムカチドキ 牡3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁竹園 正繼氏 坂口 智康 むかわ 市川牧場 462＋ 4 〃 アタマ 41．4�
11 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＋ 21：48．1クビ 20．2�
45 アスカノミライ 牡3黒鹿56 吉田 隼人豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 B502－10 〃 クビ 3．7	
58 � コスモシェルパ 牡3鹿 56 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 宮 徹 英 Chasemor

e Farm 442－ 81：48．3� 68．4�
46 エンドステージ 牡3栗 56 荻野 琢真岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 藤沢牧場 498－ 81：48．51� 220．1�
712 ペダンクルアーチ 牡3栗 56 岩田 康誠谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B502－ 2 〃 アタマ 37．6
69 � コーズウェイヘッド 牝3栗 54 坂井 瑠星ゴドルフィン �島 一歩 米 Hartley/De Renzo

Thoroughbreds 494＋ 61：48．82 18．4�
34 クアドリフォリオ 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ B494－ 41：48．9クビ 77．8�

711 ネ オ リ ー ズ 牡3黒鹿 56
54 △秋山 稔樹西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新冠 ムラカミファーム 456＋ 61：49．64 417．4�

33 ミ レ ッ シ モ 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人ライオンレースホース� 林 徹 浦河 辻 牧場 432＋ 6 〃 クビ 237．2�

22 シンパセティック 牝3黒鹿 54
50 ★永島まなみ吉田 晴哉氏 寺島 良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490＋141：50．45 282．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，567，900円 複勝： 43，653，500円 枠連： 7，336，700円
馬連： 47，534，500円 馬単： 22，616，100円 ワイド： 44，260，400円
3連複： 74，516，300円 3連単： 95，616，400円 計： 373，101，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 140円 � 270円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 240円 �� 690円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 6，550円

票 数

単勝票数 計 375679 的中 � 152789（1番人気）
複勝票数 計 436535 的中 � 123031（1番人気）� 82426（3番人気）� 27611（5番人気）
枠連票数 計 73367 的中 （6－8） 13642（2番人気）
馬連票数 計 475345 的中 �� 64336（2番人気）
馬単票数 計 226161 的中 �� 22156（2番人気）
ワイド票数 計 442604 的中 �� 54571（2番人気）�� 15152（6番人気）�� 11691（9番人気）
3連複票数 計 745163 的中 ��� 23319（5番人気）
3連単票数 計 956164 的中 ��� 10573（10番人気）

ハロンタイム 7．3―10．9―11．8―12．7―12．9―11．7―12．6―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．2―30．0―42．7―55．6―1：07．3―1：19．9―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

ギャリエノワール �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．7．25 新潟2着

2018．2．4生 牡3青鹿 母 ブランネージュ 母母 シナノネージュ 4戦1勝 賞金 11，200，000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 ツーエムタイガー号
（非抽選馬） 2頭 ナムラハカ号・ハンター号



20029 7月10日 小雨 良 （3函館1） 第3日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：07．5

良
良

33 イチローイチロー 牡2鹿 54 池添 謙一泉 一郎氏 北出 成人 新冠 村上 雅規 422 ―1：10．8 12．6�
66 ディージェーサン 牝2黒鹿54 丹内 祐次ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 オカモトファーム 406 ― 〃 ハナ 34．0�
22 アンジェリーナ 牝2栗 54 横山 和生安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 440 ― 〃 ハナ 2．6�
11 ハートホイップ 牝2芦 54

53 ☆泉谷 楓真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 聖心台牧場 454 ― 〃 ハナ 23．0�

811 テリオスリノ 牝2黒鹿54 古川 吉洋鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 430 ―1：11．43� 6．9�
810 エピファニアペスカ 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 460 ―1：11．5� 4．4	
78 ブローヴェイス 牡2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 410 ―1：11．6クビ 107．6

44 ローザロード 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心ディアレストクラブ� 加用 正 日高 シンボリ牧場 432 ―1：11．7� 5．2�
55 アルコローザ 牝2黒鹿54 団野 大成飯田 良枝氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 452 ― 〃 ハナ 25．5�
67 タマモエース 牡2栗 54 吉田 隼人タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 440 ―1：12．23 28．3
79 アナザーゲート 牡2栗 54 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 浦河 絵笛牧場 470 ―1：13．37 53．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，247，400円 複勝： 36，485，400円 枠連： 7，108，600円
馬連： 40，902，600円 馬単： 20，906，800円 ワイド： 36，029，800円
3連複： 55，225，500円 3連単： 75，151，600円 計： 308，057，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 280円 � 700円 � 140円 枠 連（3－6） 5，090円

馬 連 �� 14，110円 馬 単 �� 24，960円

ワ イ ド �� 3，250円 �� 450円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 8，330円 3 連 単 ��� 87，870円

票 数

単勝票数 計 362474 的中 � 24285（5番人気）
複勝票数 計 364854 的中 � 30084（5番人気）� 9719（9番人気）� 95942（1番人気）
枠連票数 計 71086 的中 （3－6） 1082（17番人気）
馬連票数 計 409026 的中 �� 2246（36番人気）
馬単票数 計 209068 的中 �� 628（63番人気）
ワイド票数 計 360298 的中 �� 2671（35番人気）�� 22663（5番人気）�� 6306（15番人気）
3連複票数 計 552255 的中 ��� 4970（26番人気）
3連単票数 計 751516 的中 ��� 620（247番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．9―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―46．3―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イチローイチロー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2019．3．17生 牡2鹿 母 クリンゲルベルガー 母母 ダイイチリカー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20030 7月10日 雨 良 （3函館1） 第3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

23 ブ リ ン ク 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B438－ 62：03．0 3．2�
11 ホウオウリアリティ 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 474－ 22：03．21� 5．3�
59 アダムスマイリー 牡3黒鹿56 横山 武史廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 448－ 2 〃 クビ 19．7�
12 ラップリーダー 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462－ 22：03．51� 66．5�
48 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 480＋ 22：03．6� 3．5�
612 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 482－ 8 〃 クビ 41．6	
47 エイシンビルト 牡3芦 56 団野 大成�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 504－ 42：03．91� 27．9

713 レッドクラーガ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 452＋ 82：04．32� 124．3�
611 メ ル カ デ オ 牡3青鹿56 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム B492＋ 42：04．4� 18．8�
815 ウヒョウノヒビキ 牝3鹿 54 横山 和生矢野 琢也氏 小野 次郎 新冠 協和牧場 420＋ 22：04．61� 126．5
714 ラヴオブネイチャー 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大吉田 安惠氏 深山 雅史 安平 追分ファーム 408± 02：04．81 459．3�
24 プレカーリー 牝3鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 408＋ 8 〃 ハナ 322．6�
510 ブ ラ イ エ ス 牝3黒鹿54 国分 恭介�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 62：04．91� 223．2�
36 ヒ シ ハ ル ク 牡3鹿 56 C．ルメール 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 518 ―2：05．0� 5．1�
816 ロ ゼ ッ ト 牝3黒鹿54 武 豊飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 406－ 22：05．21 13．8�
35 ナイルローズ 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹海谷 幸司氏 粕谷 昌央 浦河 �川フアーム 470＋ 82：05．31 164．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，864，200円 複勝： 45，103，700円 枠連： 7，751，300円
馬連： 41，782，600円 馬単： 18，882，000円 ワイド： 41，618，500円
3連複： 72，684，200円 3連単： 79，543，700円 計： 339，230，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 180円 � 320円 枠 連（1－2） 940円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 340円 �� 850円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 17，400円

票 数

単勝票数 計 318642 的中 � 77762（1番人気）
複勝票数 計 451037 的中 � 93886（2番人気）� 64350（3番人気）� 28903（6番人気）
枠連票数 計 77513 的中 （1－2） 6387（3番人気）
馬連票数 計 417826 的中 �� 39106（2番人気）
馬単票数 計 188820 的中 �� 9748（4番人気）
ワイド票数 計 416185 的中 �� 34884（3番人気）�� 11983（11番人気）�� 7865（15番人気）
3連複票数 計 726842 的中 ��� 11653（14番人気）
3連単票数 計 795437 的中 ��� 3314（47番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．6―12．3―12．7―12．2―11．9―12．5―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．6―48．9―1：01．6―1：13．8―1：25．7―1：38．2―1：50．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ブ リ ン ク �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．1 東京10着

2018．5．10生 牝3黒鹿 母 パッシフローラ 母母 タイムウィルテル 7戦1勝 賞金 10，910，000円
〔制裁〕 ウヒョウノヒビキ号の騎手横山和生は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔3走成績による出走制限〕 ラヴオブネイチャー号・プレカーリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月10日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウォーターブランカ号・スニップ号・マイネルスキーブ号



20031 7月10日 雨 稍重 （3函館1） 第3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）

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

711 キープイットシンポ 牝3黒鹿52 横山 和生西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 470＋ 61：45．5 2．8�

57 スズカマクフィ 牝3鹿 52 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 428＋ 61：45．81� 3．4�
33 プリヴェット 牝6鹿 55

54 ☆亀田 温心下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 488－ 61：46．12 138．2�
813 フォギーデイ 牝4青鹿55 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 482＋ 81：46．41� 12．6�
69 アンジェリーブル 牝5栗 55 菊沢 一樹�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 468＋ 21：46．5� 5．9�
11 マーチリリー 牝3青鹿52 国分 恭介手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B496＋ 41：46．92 155．0	
34 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 480－ 61：47．11 14．2

610 タガノグリュック 牝4栗 55

51 ★永島まなみ八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 488＋ 81：47．52� 19．6�

45 ハイボールコパ 牝3黒鹿 52
51 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 むかわ 市川牧場 452＋ 81：47．71� 27．6�

46 コウソクカレン 牝3鹿 52 横山 武史野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 496± 01：47．8� 6．9
22 シ ェ ー ン 牝4芦 55

53 △秋山 稔樹�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490＋ 81：48．11� 38．9�

814 キョウエイロナ 牝3鹿 52
49 ▲横山 琉人田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 424－ 21：48．42 80．4�

58 � フェイタリズム 牝4栗 55
53 △山田 敬士ニューマレコード� 小桧山 悟 安平 ノーザンファーム 454－ 81：49．03� 260．7�

712 エアリーフローラ 牝4鹿 55
52 ▲西谷 凜 �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 434－ 61：49．21 126．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，400，800円 複勝： 41，857，600円 枠連： 8，251，200円
馬連： 45，231，100円 馬単： 20，723，900円 ワイド： 45，549，300円
3連複： 77，320，200円 3連単： 80，386，800円 計： 351，720，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 170円 � 150円 � 1，650円 枠 連（5－7） 1，000円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 400円 �� 5，580円 �� 7，140円

3 連 複 ��� 26，600円 3 連 単 ��� 92，800円

票 数

単勝票数 計 324008 的中 � 89525（1番人気）
複勝票数 計 418576 的中 � 72599（2番人気）� 92327（1番人気）� 4210（11番人気）
枠連票数 計 82512 的中 （5－7） 6352（3番人気）
馬連票数 計 452311 的中 �� 35654（2番人気）
馬単票数 計 207239 的中 �� 9777（2番人気）
ワイド票数 計 455493 的中 �� 33408（2番人気）�� 1964（40番人気）�� 1530（43番人気）
3連複票数 計 773202 的中 ��� 2180（75番人気）
3連単票数 計 803868 的中 ��� 628（292番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―11．7―11．9―12．4―12．7―12．8―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．6―41．5―53．9―1：06．6―1：19．4―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．9
1
3
・（1，6）13（4，10，14）（9，11）（3，12）5－8－（2，7）・（1，6，11）（13，7）4（9，10，14）（3，5）－（2，12）－8

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

キープイットシンポ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．7．4 福島5着

2018．4．9生 牝3黒鹿 母 イットーエンプレス 母母 イットービコー 8戦2勝 賞金 18，900，000円
〔制裁〕 フォギーデイ号の騎手勝浦正樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・11番・10番・9番）

20032 7月10日 雨 稍重 （3函館1） 第3日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時45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
1：45．7
1：43．8

良
良

47 テーオーラフィット 牝3黒鹿52 池添 謙一小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 500＋161：49．5 3．3�
46 ヴェントボニート 牝4鹿 55 武 豊名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 422＋ 61：49．71� 11．0�
35 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 506± 01：49．8クビ 3．7�
815 ディープリッチ 牡3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁宇田 豊氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 492－12 〃 ハナ 39．6�
34 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＋ 21：49．91� 6．6�
23 セイウンダイモス 牡3栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 棚川 光男 480－ 81：50．0アタマ 36．2	
11 ケンアンビシャス 牡3黒鹿54 吉田 隼人中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 474＋ 2 〃 クビ 11．9

59 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 466＋ 4 〃 同着 12．6�
611 キングサーガ 	4黒鹿57 団野 大成 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：50．1
 54．1
58 � アイロンワークス 牡4鹿 57 藤岡 佑介ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud B478－ 41：50．2クビ 21．6�
814 アルマイナンナ 牝4芦 55 菱田 裕二コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 440－141：50．3� 79．8�
610 サトノヴィーナス 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム B468± 0 〃 クビ 28．9�
713 ジャンカルド 牡3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 ハナ 11．1�
22 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 484± 01：51．910 73．5�
712 ジャンドゥーヤ 牝3青 52 国分 恭介 �グリーンファーム小林 真也 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 436＋ 8 〃 ハナ 56．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，245，100円 複勝： 52，660，300円 枠連： 10，396，500円
馬連： 46，350，900円 馬単： 20，082，200円 ワイド： 50，852，900円
3連複： 78，886，700円 3連単： 82，195，000円 計： 379，669，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 300円 � 190円 枠 連（4－4） 1，910円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 590円 �� 520円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 24，330円

票 数

単勝票数 計 382451 的中 � 90024（1番人気）
複勝票数 計 526603 的中 � 87232（1番人気）� 38971（6番人気）� 75085（3番人気）
枠連票数 計 103965 的中 （4－4） 4211（7番人気）
馬連票数 計 463509 的中 �� 18335（3番人気）
馬単票数 計 200822 的中 �� 5252（4番人気）
ワイド票数 計 508529 的中 �� 22584（3番人気）�� 25818（2番人気）�� 11853（11番人気）
3連複票数 計 788867 的中 ��� 13982（4番人気）
3連単票数 計 821950 的中 ��� 2449（26番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．4―12．3―12．4―12．2―12．3―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．4―48．7―1：01．1―1：13．3―1：25．6―1：37．4

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

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

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 5戦2勝 賞金 18，276，000円
〔発走状況〕 テーオーラフィット号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。



20033 7月10日 雨 稍重 （3函館1） 第3日 第9競走 ��1，000�3歳以上2勝クラス
発走14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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 550，000
550，000

円
円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

44 ミスズグランドオー 牡3栗 54
51 ▲小林 凌大永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494＋14 58．4 3．9�

812� ワルツフォーラン 牝4青鹿55 丹内 祐次松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 B464＋ 4 〃 アタマ 9．1�
79 サイドストリート 牝6鹿 55

54 ☆泉谷 楓真 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 498＋ 8 59．25 12．9�

68 ジョイウイン 牡4栗 57 松田 大作石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 498＋ 4 〃 ハナ 48．3�
67 コーリングローリー 牡4栗 57 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 446＋ 2 〃 クビ 29．2�
811 スイートアリエス 牝3鹿 52

49 ▲横山 琉人前田 清二氏 青木 孝文 日高 シンボリ牧場 462－ 2 〃 同着 12．1	
56 ローズオブシャロン 牝4青鹿 55

53 △秋山 稔樹�ノースヒルズ 手塚 貴久 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋ 4 59．41� 5．2


710� ビッグデータ 牡6鹿 57 藤岡 佑介寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B442＋ 4 〃 アタマ 7．9�
55 ア ル ナ ー ジ 牝3黒鹿52 横山 武史安原 浩司氏 昆 貢 浦河 宮内牧場 474＋ 4 59．61� 8．1�
33 ピシュマニエ 牝4栗 55

54 ☆亀田 温心嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 480± 0 59．7クビ 103．4
22 ハヤブサペコムスメ 牝4栗 55

52 ▲小沢 大仁武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 468＋12 59．91� 21．3�
11 パイプライン �4鹿 57 吉田 隼人青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 486＋ 41：00．0	 5．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，552，500円 複勝： 41，533，100円 枠連： 9，321，500円
馬連： 42，055，700円 馬単： 19，040，800円 ワイド： 42，086，000円
3連複： 67，386，600円 3連単： 81，140，400円 計： 334，116，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 290円 � 330円 枠 連（4－8） 960円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 770円 �� 720円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 33，510円

票 数

単勝票数 計 315525 的中 � 63206（1番人気）
複勝票数 計 415331 的中 � 62318（2番人気）� 35571（6番人気）� 30135（8番人気）
枠連票数 計 93215 的中 （4－8） 7497（4番人気）
馬連票数 計 420557 的中 �� 13566（9番人気）
馬単票数 計 190408 的中 �� 3773（8番人気）
ワイド票数 計 420860 的中 �� 14241（8番人気）�� 15308（6番人気）�� 6469（26番人気）
3連複票数 計 673866 的中 ��� 7099（24番人気）
3連単票数 計 811404 的中 ��� 1755（81番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．7―34．0―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスズグランドオー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．7．4 福島1着

2018．4．1生 牡3栗 母 スズカシャンティー 母母 テレサザティーチャ 7戦3勝 賞金 33，694，000円
〔制裁〕 ビッグデータ号の騎手藤岡佑介は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サウンドサンビーム号・リメス号

20034 7月10日 雨 稍重 （3函館1） 第3日 第10競走 ��
��1，200�

し も き た は ん と う

下 北 半 島 特 別
発走14時50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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．0

良
良

11 � ヴィズサクセス 牡4鹿 57 大野 拓弥嶋田 賢氏 手塚 貴久 愛 Airlie Stud 484＋ 81：09．8 2．7�
710 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 468＋101：09．9	 8．7�
57 ノックオンウッド 牡3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 500－ 4 〃 アタマ 4．7�
44 
 ブラックアーシャ 牝5黒鹿55 岩田 康誠古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 500－ 81：10．0	 25．7�
56 プロトサマニ 牝3芦 52 団野 大成福澤 真吾氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 482－ 21：10．21� 13．1	
813 マルカエイペックス 牝4黒鹿55 小沢 大仁日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 460＋121：10．3クビ 29．3

22 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 424± 0 〃 クビ 12．3�
45 クレマチステソーロ 牝3鹿 52 亀田 温心了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 幌村牧場 466－ 2 〃 アタマ 4．8�
68 マイネルチューダ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 448－101：10．4クビ 18．7
69 ラ ピ カ ズ マ 牡3黒鹿54 池添 謙一合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B488± 01：10．72 20．7�
33 レッドエステーラ 牝5鹿 55 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 420＋ 81：10．8	 124．3�
812 エンペラーズパレス 牡4栗 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 496－ 81：11．11� 195．7�
711� ボイオートス 牡3鹿 54 古川 吉洋ゴドルフィン 金成 貴史 愛 Rathregan

Stud 492－161：11．31	 84．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，064，300円 複勝： 65，821，300円 枠連： 12，337，500円
馬連： 71，985，800円 馬単： 32，549，600円 ワイド： 63，493，100円
3連複： 112，024，700円 3連単： 137，769，600円 計： 540，045，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 220円 � 190円 枠 連（1－7） 1，170円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 500円 �� 460円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 440643 的中 � 127763（1番人気）
複勝票数 計 658213 的中 � 178320（1番人気）� 63796（4番人気）� 76727（3番人気）
枠連票数 計 123375 的中 （1－7） 8138（5番人気）
馬連票数 計 719858 的中 �� 44756（3番人気）
馬単票数 計 325496 的中 �� 13842（4番人気）
ワイド票数 計 634931 的中 �� 33244（3番人気）�� 36182（2番人気）�� 21624（6番人気）
3連複票数 計1120247 的中 ��� 33087（4番人気）
3連単票数 計1377696 的中 ��� 10135（13番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．8―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．6―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 6，7（1，8，9）13，4（5，11）10（2，12）3 4 6，7（1，8，9）（4，13）（5，11，10）（2，12）－3

勝馬の
紹 介

�ヴィズサクセス �
�
父 Siyouni �

�
母父 Darshaan デビュー 2019．10．14 東京2着

2017．3．28生 牡4鹿 母 Viz 母母 For Example 8戦2勝 賞金 23，032，000円



20035 7月10日 小雨 稍重 （3函館1） 第3日 第11競走 ��
��1，700�デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，2．7．11以降3．7．4まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担重
量は，ハンデキャップ

デルマーサラブレッドクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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

610 スワーヴアラミス 牡6鹿 57．5 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 480－ 41：43．7 7．4�

45 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 458± 0 〃 ハナ 9．3�
69 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 B486＋ 61：43．8� 5．8�
58 ア ル ド ー レ 牡6栗 56 池添 謙一安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 490－ 4 〃 ハナ 8．8�
712 シ ョ ー ム 牡6栗 56 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 498－ 21：43．9クビ 26．5�
22 サクラアリュール 牡6栗 55 武 豊�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 468－ 61：44．0	 21．4	
33 ヨ ハ ン 牡5鹿 53 古川 吉洋サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 436－12 〃 クビ 152．5

11 スズカフロンティア 牡7鹿 54 団野 大成永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 434－ 21：44．31� 103．4�
46 クリノフウジン 牡7栗 55 岩田 康誠栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 504－ 21：44．4	 24．7�
34 ロイヤルパールス 牡6鹿 53 吉田 隼人ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 528＋ 41：44．5� 26．2
711 ロードゴラッソ 牡6青 57 藤岡 佑介 �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 470± 01：44．6クビ 16．0�
814 タイムフライヤー 牡6鹿 58 C．ルメール �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 482＋10 〃 クビ 2．5�
813 ローザノワール 牝5青鹿52 国分 恭介渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 B470＋ 21：44．81
 18．1�
57 � イモータルスモーク 牡4鹿 54 大野 拓弥�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

514＋ 21：45．43	 33．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 104，442，600円 複勝： 156，206，300円 枠連： 47，453，000円
馬連： 264，663，500円 馬単： 96，822，500円 ワイド： 203，574，800円
3連複： 449，850，200円 3連単： 512，950，200円 計： 1，835，963，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 260円 � 190円 枠 連（4－6） 860円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 560円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 24，550円

票 数

単勝票数 計1044426 的中 � 111490（3番人気）
複勝票数 計1562063 的中 � 162494（3番人気）� 147135（5番人気）� 243378（2番人気）
枠連票数 計 474530 的中 （4－6） 42664（2番人気）
馬連票数 計2646635 的中 �� 67683（9番人気）
馬単票数 計 968225 的中 �� 12148（19番人気）
ワイド票数 計2035748 的中 �� 45721（10番人気）�� 96079（3番人気）�� 69060（7番人気）
3連複票数 計4498502 的中 ��� 95372（7番人気）
3連単票数 計5129502 的中 ��� 15143（51番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．6―11．8―12．1―12．1―12．5―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．6―41．4―53．5―1：05．6―1：18．1―1：30．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．1
1
3

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

・（13，14）－（7，10）（6，12）－4，5，3，9－8，11，1，2・（13，14）（10，5）7（6，12，9）（4，3，11，1）（8，2）
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 25戦7勝 賞金 176，942，000円
※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 イッツクール号・ダイシンインディー号・デアフルーグ号・ハーグリーブス号

20036 7月10日 小雨 稍重 （3函館1） 第3日 第12競走 ��
��2，600�

こ ま が た け

駒 ケ 岳 特 別
発走16時05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
2：37．3
2：35．1

良
良

56 ア ラ タ 牡4鹿 57 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 466± 02：42．1 6．8�
44 レッドヴェロシティ 牡3黒鹿54 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 530－ 22：42．41� 1．6�
710 ラヴィンジャー 牝5黒鹿55 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 430－10 〃 ハナ 19．2�
57 モ イ 牝5黒鹿55 吉田 隼人 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 日高 タバタファーム 410＋142：42．72 31．8�
11 コスモジェミラ 牝4芦 55 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 454－ 82：43．12� 32．3	
69 	 ア ス テ ィ 
5栗 57 岩田 康誠山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 ハナ 28．6

812 エンデュミオン 牡4黒鹿57 横山 武史�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 468＋142：43．31� 6．3�
711 ウインベイランダー 牡4芦 57 藤岡 佑介�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 22：43．83 17．5�
45 サトノゴールド 
4芦 57 水口 優也 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B456－ 62：44．11� 83．9
33 ダイワギャバン 牡6鹿 57 菊沢 一樹大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478－ 22：44．2� 126．6�
813 ヒューマンコメディ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 506＋202：45．15 31．8�
68 ピースディオン 牡4鹿 57 横山 和生久米田正平氏 手塚 貴久 新冠 秋田牧場 494－ 22：46．05 14．7�
22 ディーグランデ 
7鹿 57 勝浦 正樹嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 472± 02：46．21� 73．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，178，900円 複勝： 118，747，500円 枠連： 20，761，600円
馬連： 102，211，500円 馬単： 54，718，400円 ワイド： 96，076，300円
3連複： 178，238，200円 3連単： 257，040，600円 計： 886，973，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 110円 � 240円 枠 連（4－5） 520円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，580円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 24，260円

票 数

単勝票数 計 591789 的中 � 69377（3番人気）
複勝票数 計1187475 的中 � 109120（3番人気）� 588505（1番人気）� 67538（4番人気）
枠連票数 計 207616 的中 （4－5） 30509（2番人気）
馬連票数 計1022115 的中 �� 143555（2番人気）
馬単票数 計 547184 的中 �� 21410（7番人気）
ワイド票数 計 960763 的中 �� 103535（2番人気）�� 13705（20番人気）�� 45048（5番人気）
3連複票数 計1782382 的中 ��� 43362（9番人気）
3連単票数 計2570406 的中 ��� 7679（78番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．7―12．8―12．6―12．7―12．7―12．0―12．1―12．5―12．5―12．3―12．2

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―25．0―37．7―50．5―1：03．1―1：15．8―1：28．5―1：40．5―1：52．6―2：05．1―2：17．6―2：29．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．5―3F37．0
1
�
8（11，4）12，13（6，2）3，1，10－5，7－9・（11，4）（12，13，2）5（6，7，10）（1，3）9，8

2
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ラ タ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．10．19 東京8着

2017．3．16生 牡4鹿 母 サンシャイン 母母 バルドウィナ 9戦3勝 賞金 31，473，000円
〔発走状況〕 ピースディオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ピースディオン号は，令和3年7月11日から令和3年8月9日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔その他〕 ピースディオン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ピースディオン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年8月10日まで出走できない。



（3函館1）第3日 7月10日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 159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

202，080，000円
8，210，000円
23，540，000円
1，290，000円
23，480，000円
69，878，000円
4，372，500円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
522，497，800円
756，324，200円
152，329，300円
847，216，800円
377，661，600円
761，324，400円
1，398，430，600円
1，682，674，100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 6，498，458，800円

総入場人員 1，081名 （有料入場人員 946名）
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