
20037 7月11日 曇 重 （3函館1） 第4日 第1競走 ��1，000�2歳未勝利
発走9時50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
58．5
57．7

不良
重

812 ワンエルメス 牝2栗 54 団野 大成嶋田 賢氏 手塚 貴久 日高 門別牧場 450± 0 58．7 6．1�
44 ヒルノショパン 牡2栗 54 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 440－ 6 〃 � 19．2�
67 ミュージアムピース 牡2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 430－ 2 59．76 120．5�
11 タマモベローナ 牝2鹿 54 菱田 裕二タマモ� 高橋 亮 新冠 小泉牧場 462－ 4 59．91� 10．0�
68 アドレマピュス 牝2栗 54

50 ★永島まなみディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 松栄牧場 B452－101：00．21� 8．7	
33 エムティゲラン 牡2栗 54 横山 和生�門別牧場 小野 次郎 浦河 富菜牧場 444＋ 81：00．3� 1．5

55 ダイチスマイル 牡2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 430＋ 21：00．51� 106．4�
56 ニシノフウジン 牡2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 442－ 41：00．71� 14．0�
710 モステニーレ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人�ORTEGA 大江原 哲 日高 佐々木 康治 432＋ 21：01．44 23．0
79 ストリッパーズ 牝2栗 54 竹之下智昭岡田 隆寛氏 武 英智 新ひだか 岡田 猛 B394＋ 4 〃 クビ 112．5�
22 フォーエバーソング 牝2黒鹿54 菊沢 一樹石川 秀守氏 加用 正 熊本 ストームファーム

コーポレーション 410－ 81：01．5� 119．9�
811 ボーントゥウィン 牝2鹿 54 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 416± 01：01．92� 159．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，623，600円 複勝： 84，119，300円 枠連： 7，291，900円
馬連： 44，814，500円 馬単： 29，178，600円 ワイド： 44，371，800円
3連複： 71，452，600円 3連単： 114，621，900円 計： 431，474，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 500円 � 900円 � 3，400円 枠 連（4－8） 4，520円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 4，370円 �� 9，160円

3 連 複 ��� 75，690円 3 連 単 ��� 262，140円

票 数

単勝票数 計 356236 的中 � 48383（2番人気）
複勝票数 計 841193 的中 � 48150（3番人気）� 24651（6番人気）� 6115（9番人気）
枠連票数 計 72919 的中 （4－8） 1248（14番人気）
馬連票数 計 448145 的中 �� 7509（14番人気）
馬単票数 計 291786 的中 �� 2501（28番人気）
ワイド票数 計 443718 的中 �� 8395（14番人気）�� 2596（26番人気）�� 1227（42番人気）
3連複票数 計 714526 的中 ��� 708（94番人気）
3連単票数 計1146219 的中 ��� 317（353番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―34．8―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンエルメス �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．6．19 札幌7着

2019．3．20生 牝2栗 母 サツマガイア 母母 タイキガイア 2戦1勝 賞金 5，100，000円

20038 7月11日 曇 稍重 （3函館1） 第4日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10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

510 ジュノエスク 牝3鹿 54
51 ▲西谷 凜吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 452＋ 21：10．1 36．5�

47 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 430＋ 2 〃 アタマ 15．3�

714 センショウライツ 牝3栗 54 武 豊川勝 裕之氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B464± 01：10．31� 22．3�
612 デ ク ラ ー ク 牡3鹿 56 横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 プログレスファーム 442－ 21：10．4� 5．5�
24 ヘネラリーフェ 牝3栗 54

53 ☆泉谷 楓真森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448＋ 41：10．61� 18．5�
35 ジュリエットパール 牝3青鹿54 大野 拓弥	ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 酒井牧場 466－ 4 〃 ハナ 13．7

611 バ ン ベ ル ク 牡3鹿 56 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 464－ 61：10．91� 1．7�
36 エスタンピージャ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 462－ 6 〃 クビ 61．5�

23 マサノオリオン 牡3黒鹿56 池添 謙一中村 時子氏 手塚 貴久 新冠 有限会社 大
作ステーブル 472－ 61：11．0アタマ 24．2

713 ジャストメイビー 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 21：11．21� 39．4�
11 テーオーラトゥール 牝3黒鹿54 国分 恭介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 410＋ 41：11．3� 250．0�
815 ラ ブ ム ー ン 牝3鹿 54 川又 賢治増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 412－101：11．51� 437．5�
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 468＋ 21：11．6� 17．3�
816 マイスターハント 牡3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁ライオンレースホース� 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド B506＋ 81：12．02 66．7�
12 カゲキヨブレイン 牡3鹿 56 菊沢 一樹エンジェルレーシング� 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 502＋ 21：12．1� 213．2�
48 ミエノベルル 牡3鹿 56 菱田 裕二里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B440＋ 4 〃 クビ 18．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，203，200円 複勝： 81，120，000円 枠連： 13，112，800円
馬連： 52，121，100円 馬単： 29，476，700円 ワイド： 60，053，600円
3連複： 90，068，500円 3連単： 107，689，700円 計： 473，845，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，650円 複 勝 � 1，230円 � 530円 � 760円 枠 連（4－5） 3，650円

馬 連 �� 22，070円 馬 単 �� 46，730円

ワ イ ド �� 5，110円 �� 6，640円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 106，380円 3 連 単 ��� 673，060円

票 数

単勝票数 計 402032 的中 � 8799（10番人気）
複勝票数 計 811200 的中 � 16730（11番人気）� 42364（3番人気）� 28229（7番人気）
枠連票数 計 131128 的中 （4－5） 2777（11番人気）
馬連票数 計 521211 的中 �� 1830（49番人気）
馬単票数 計 294767 的中 �� 473（94番人気）
ワイド票数 計 600536 的中 �� 3025（48番人気）�� 2323（56番人気）�� 4921（32番人気）
3連複票数 計 900685 的中 ��� 635（198番人気）
3連単票数 計1076897 的中 ��� 116（1142番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―46．1―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 8，11（3，5，9）（10，13）（6，12）（1，14）7（4，15）－16＝2 4 ・（8，11）（3，5，9）（10，13，14）（6，12）7（1，4）15－16－2

勝馬の
紹 介

ジュノエスク �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．10．10 京都5着

2018．3．7生 牝3鹿 母 テイラーバートン 母母 ブリリアントカット 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔制裁〕 ジュノエスク号の騎手西谷凜は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）
※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 プレジャジンク号
（非抽選馬） 4頭 ジオパークマグマ号・トミケンサルタール号・ニシノワクテカ号・バウンシーダンス号

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４日



20039 7月11日 曇 稍重 （3函館1） 第4日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時55分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

23 � ピエドラアギーラ 牡3鹿 56 武 豊ゴドルフィン 小崎 憲 愛
Irish National
Stud Mare
Syndicate

470＋ 41：49．8 3．7�
11 エルファシル 牡3青鹿56 坂井 瑠星山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新ひだか タイヘイ牧場 464± 01：50．12 11．4�
713� ショベルヘッド �3鹿 56 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Siena

Farms LLC B466± 01：50．31� 7．7�
815 ゲンパチムサシ 牡3鹿 56 大野 拓弥平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 前田ファーム 500＋ 21：50．61� 49．7�
59 ウィリアムバローズ 牡3鹿 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 490－ 2 〃 アタマ 3．6�
35 メイショウシンウチ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 482－ 2 〃 クビ 7．0�
816 ケイティミシェル 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 曾我 博 410＋ 21：50．7クビ 57．1	
48 ブラックハート 牝3黒鹿54 横山 武史
髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 398－ 41：50．91	 14．3�
12 グレートフォーユー 牡3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 474－ 81：51．11� 69．6

36 ワールドナカヤマ 牝3鹿 54
52 △山田 敬士
中山牧場 小手川 準 浦河 中山牧場 386＋ 21：51．2	 459．9�

611 シュアーヴアリア 牝3黒鹿54 黛 弘人ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 474＋ 2 〃 ハナ 14．6�

24 ヤマカツジーク �3栗 56
52 ★永島まなみ山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 432－ 4 〃 アタマ 105．9�

47 キタノフェスタ 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大北所 直人氏 天間 昭一 日高 シンボリ牧場 388＋ 81：51．41� 388．9�

612 ベルンハルト 牡3栗 56 水口 優也 
シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502＋101：51．61� 48．7�
714� ネイキッドロマンス 牝3青鹿54 横山 和生ゴドルフィン 尾関 知人 愛 Godolphin 454＋ 2 〃 ハナ 8．2�
510 フジグランツ 牝3鹿 54 丹内 祐次荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 444＋ 61：51．8� 182．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，033，100円 複勝： 58，893，200円 枠連： 9，543，200円
馬連： 49，053，800円 馬単： 20，199，900円 ワイド： 49，557，500円
3連複： 81，133，900円 3連単： 81，091，200円 計： 383，505，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 290円 � 260円 枠 連（1－2） 2，140円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 840円 �� 570円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 31，200円

票 数

単勝票数 計 340331 的中 � 73128（2番人気）
複勝票数 計 588932 的中 � 107149（2番人気）� 47658（6番人気）� 54271（5番人気）
枠連票数 計 95432 的中 （1－2） 3440（11番人気）
馬連票数 計 490538 的中 �� 17147（8番人気）
馬単票数 計 201999 的中 �� 3821（16番人気）
ワイド票数 計 495575 的中 �� 15217（9番人気）�� 23181（2番人気）�� 7962（22番人気）
3連複票数 計 811339 的中 ��� 9180（25番人気）
3連単票数 計 810912 的中 ��� 1884（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．2―48．7―1：01．0―1：13．2―1：25．3―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．6
1
3
1，10（3，11）（7，14）8（2，6，9，13）（4，5）（12，15）－16
1－（3，10）（2，7，11，14）8（6，5，13）（4，9）12（15，16）

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

勝馬の
紹 介

�ピエドラアギーラ �
�
父 Gleneagles �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2021．2．7 小倉2着

2018．2．20生 牡3鹿 母 Neuquen 母母 Four Green 4戦1勝 賞金 10，270，000円
〔3走成績による出走制限〕 キタノフェスタ号・フジグランツ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月11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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アンフィニ号・エレフセリア号・キタノオーシャン号・コンジェラメント号・シグナステソーロ号
（非抽選馬） 1頭 デルマアミダ号

20040 7月11日 曇 重 （3函館1） 第4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

711 マンオブカレッジ 牡3芦 56 横山 和生ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 520＋181：44．3 13．9�
712 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 536＋ 21：44．62 12．4�
22 ファンタジーライツ �3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真 �社台レースホース四位 洋文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 41：44．7クビ 5．3�

34 ラフルオリータ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹ライオンレースホース� 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500＋181：44．91� 125．7�
11 リリーマイウェー 牡3栗 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 賀張中川牧場 478－ 41：45．0� 9．3	
33 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 466－ 21：45．1� 77．1

814 レッドレジェーラ 牡3黒鹿56 団野 大成 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472－141：45．84 14．7�
58 ジョークラッシャー �3鹿 56 荻野 琢真岡 浩二氏 大久保龍志 安平 追分ファーム B540－ 6 〃 ハナ 1．8�
46 ジョブックルーチェ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 468－ 41：46．01� 109．2
610 タイセイフリート �3鹿 56 坂井 瑠星田中 成奉氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム B462－ 81：46．52� 45．3�
69 ヤマイチキャプテン 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 B494± 01：46．6� 125．0�
45 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 534＋ 21：47．34 8．9�
57 ベニノフェアリー 牝3栗 54

52 △秋山 稔樹�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 B442± 01：47．4クビ 284．0�
813 ニ シ ノ ミ ウ 牝3鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 日高 道見牧場 446± 01：47．93 59．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，316，500円 複勝： 70，112，400円 枠連： 8，565，900円
馬連： 48，680，800円 馬単： 26，536，900円 ワイド： 53，362，500円
3連複： 81，699，400円 3連単： 105，449，200円 計： 430，723，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 630円 � 300円 � 250円 枠 連（7－7） 9，330円

馬 連 �� 9，020円 馬 単 �� 18，670円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 1，930円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 18，250円 3 連 単 ��� 127，200円

票 数

単勝票数 計 363165 的中 � 20812（6番人気）
複勝票数 計 701124 的中 � 25653（7番人気）� 62662（3番人気）� 82110（2番人気）
枠連票数 計 85659 的中 （7－7） 711（21番人気）
馬連票数 計 486808 的中 �� 4180（23番人気）
馬単票数 計 265369 的中 �� 1066（48番人気）
ワイド票数 計 533625 的中 �� 5784（21番人気）�� 7060（20番人気）�� 13962（9番人気）
3連複票数 計 816994 的中 ��� 3357（48番人気）
3連単票数 計1054492 的中 ��� 601（303番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．1―12．1―12．3―12．4―13．0―13．0―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―28．9―41．0―53．3―1：05．7―1：18．7―1：31．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
8（7，9，10）－（2，12）（5，14）（4，6）－1－3，13，11・（8，10）（2，9）（12，14）（7，4，1）（6，5，3）＝11－13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マンオブカレッジ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Country Reel デビュー 2020．9．12 中山4着

2018．2．5生 牡3芦 母 カトマンドゥ 母母 Louvardie 4戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ラフルオリータ号の騎手菊沢一樹は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）

ジョークラッシャー号の騎手荻野琢真は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
※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） 4頭 シャンデトワール号・ダンスインザスノー号・デイジームーン号・ノーブルアイランド号
（非抽選馬） 1頭 バクシンクイン号



20041 7月11日 曇 稍重 （3函館1） 第4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

22 エクラノーブル 牝2青 54
51 ▲小沢 大仁 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 416 ―1：51．7 27．6�

811 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 462 ―1：52．65 4．2�
44 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 470 ―1：52．7クビ 2．4�
812 フォアランナー 牡2栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 500 ―1：52．8� 6．3�
56 ポリッシュキッス 牝2鹿 54 団野 大成合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 追分ファーム 436 ― 〃 クビ 10．2	
33 チ ョ ッ ピ ー 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 450 ―1：53．11� 31．3


55 オブジェダート 牡2栗 54 池添 謙一�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 488 ―1：53．2� 13．8�
11 マイムマイム 牝2青鹿 54

51 ▲横山 琉人�ミルファーム 小島 茂之 新ひだか 高橋 義浩 416 ―1：53．3� 115．9�
68 ヴァラーメダル 牡2栗 54 菱田 裕二小林竜太郎氏 杉山 佳明 むかわ 市川牧場 492 ―1：53．4� 109．6
79 レッドマグノリア 牡2鹿 54 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 476 ―1：53．71� 10．3�
67 タ イ ク ー ン 牡2栗 54

53 ☆泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 504 ―1：54．44 70．3�

710 ウインイノセンス 牡2鹿 54 横山 武史�ウイン 奥村 豊 浦河 グランデファーム 478 ―1：54．71� 64．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 49，224，700円 複勝： 50，228，700円 枠連： 11，625，700円
馬連： 52，508，500円 馬単： 25，426，300円 ワイド： 44，302，100円
3連複： 77，101，800円 3連単： 95，392，600円 計： 405，810，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，760円 複 勝 � 430円 � 150円 � 130円 枠 連（2－8） 2，620円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 11，620円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，000円 �� 250円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 36，240円

票 数

単勝票数 計 492247 的中 � 15092（7番人気）
複勝票数 計 502287 的中 � 19228（8番人気）� 95728（2番人気）� 134458（1番人気）
枠連票数 計 116257 的中 （2－8） 3427（9番人気）
馬連票数 計 525085 的中 �� 8419（17番人気）
馬単票数 計 254263 的中 �� 1640（37番人気）
ワイド票数 計 443021 的中 �� 7230（19番人気）�� 10345（14番人気）�� 53509（1番人気）
3連複票数 計 771018 的中 ��� 17218（13番人気）
3連単票数 計 953926 的中 ��� 1908（125番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―12．8―13．2―13．0―12．5―12．3―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．3―50．5―1：03．5―1：16．0―1：28．3―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エクラノーブル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Monsun 初出走

2019．2．20生 牝2青 母 ノーブルステラ 母母 Noble Pearl 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20042 7月11日 曇 重 （3函館1） 第4日 第6競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走12時45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

79 メイショウエニシア 牝3青鹿 52
51 ☆泉谷 楓真松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 434＋ 4 58．2 2．1�

812 サウンドブライアン 牡3芦 54 C．ルメール 増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 470－12 58．51� 10．4�
56 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 440＋10 58．71 19．0�
710� カ ク シ ン 牡4黒鹿57 武 豊風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

526± 0 〃 ハナ 12．8�
44 � エンジェルティアラ 牝4栗 55

53 △秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 岡田スタツド 468－11 58．8	 34．1	

22 セルフメイド 牡3栗 54 松田 大作石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 492－ 2 〃 ハナ 3．1

55 � ミューティー 牝4鹿 55 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 492± 0 〃 ハナ 10．7�
11 サ ツ キ マ ス 牝4鹿 55 菱田 裕二越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 446＋ 8 58．91 13．6�
68 グレートコート 牡4芦 57

54 ▲横山 琉人伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 8 59．32	 295．0
67 � アメリカンニーニャ 牝4鹿 55

52 ▲小沢 大仁 �吉澤ホールディングス 石坂 公一 米
Catherine Jen-
nings & Marian
Kuhatschek

510－ 4 〃 ハナ 47．7�
811� ランテーナモア 牝4鹿 55 団野 大成ディアレストクラブ� 清水 英克 新冠 ムラカミファーム 434－ 6 59．4	 87．7�
33 レムリアンシード 牡4芦 57

55 △山田 敬士田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 444－ 8 59．5	 93．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，308，900円 複勝： 49，412，100円 枠連： 9，022，600円
馬連： 44，163，700円 馬単： 26，908，800円 ワイド： 44，371，100円
3連複： 71，963，100円 3連単： 96，899，700円 計： 383，050，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 240円 � 300円 枠 連（7－8） 770円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 480円 �� 520円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 11，670円

票 数

単勝票数 計 403089 的中 � 151185（1番人気）
複勝票数 計 494121 的中 � 172718（1番人気）� 39983（6番人気）� 29767（7番人気）
枠連票数 計 90226 的中 （7－8） 9036（3番人気）
馬連票数 計 441637 的中 �� 22122（7番人気）
馬単票数 計 269088 的中 �� 12497（5番人気）
ワイド票数 計 443711 的中 �� 24632（4番人気）�� 22480（7番人気）�� 5743（24番人気）
3連複票数 計 719631 的中 ��� 13836（15番人気）
3連単票数 計 968997 的中 ��� 6019（36番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．2―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウエニシア �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 バ ゴ デビュー 2020．11．28 阪神12着

2018．5．5生 牝3青鹿 母 ブリーズヴェール 母母 レディフューチャー 7戦2勝 賞金 17，300，000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。
（非当選馬） 1頭 タマモヒメギミ号
（非抽選馬） 1頭 カテドラルロック号



20043 7月11日 曇 稍重 （3函館1） 第4日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13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

510 カバーガール 牝3黒鹿52 大野 拓弥石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 470＋ 61：09．8 6．5�
59 メイショウツワブキ 牝3栗 52 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 486＋ 6 〃 クビ 3．5�
816 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 448＋101：09．9� 23．9�
713 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 432－ 61：10．11� 7．8�
714 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 402－ 6 〃 クビ 30．2�
612� レッドルピナス 牝4鹿 55

54 ☆泉谷 楓真 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 426＋181：10．41� 56．4	
24 � クローリスノキセキ 牝3鹿 52 菱田 裕二嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 岡田牧場 440± 0 〃 アタマ 12．6

12 ユヌエトワール 牝4黒鹿 55

53 △秋山 稔樹 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 422± 01：10．5アタマ 34．2�
611 ヤマタケクララ 牝4黒鹿55 菊沢 一樹山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 B484＋ 4 〃 クビ 299．1
23 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 470＋16 〃 アタマ 7．2�
11 パロットビーク 牝3黒鹿52 川又 賢治 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－141：10．92 26．5�
36 セントポーリア 牝3鹿 52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B456＋ 21：11．0� 162．9�
815 エールヴィフ 牝4鹿 55 池添 謙一佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 496± 0 〃 アタマ 29．5�
35 ミトグラフィア 牝3鹿 52

51 ☆亀田 温心�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 404－ 4 〃 ハナ 19．9�
48 ニシノエルサ 牝3芦 52

49 ▲横山 琉人西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 440＋ 2 〃 アタマ 24．9�
47 ムーンティアーズ 牝3黒鹿52 横山 和生 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 426＋ 2 〃 ハナ 5．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，051，700円 複勝： 65，933，000円 枠連： 14，286，300円
馬連： 62，707，400円 馬単： 23，479，700円 ワイド： 64，309，100円
3連複： 109，610，700円 3連単： 99，877，800円 計： 480，255，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 150円 � 480円 枠 連（5－5） 990円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，560円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 33，040円

票 数

単勝票数 計 400517 的中 � 48548（3番人気）
複勝票数 計 659330 的中 � 73561（3番人気）� 140672（1番人気）� 27747（9番人気）
枠連票数 計 142863 的中 （5－5） 11135（4番人気）
馬連票数 計 627074 的中 �� 50213（1番人気）
馬単票数 計 234797 的中 �� 7261（2番人気）
ワイド票数 計 643091 的中 �� 42787（1番人気）�� 9985（17番人気）�� 13833（9番人気）
3連複票数 計1096107 的中 ��� 12578（9番人気）
3連単票数 計 998778 的中 ��� 2191（47番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．6―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―34．8―46．4―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カバーガール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．9．21 中山3着

2018．3．18生 牝3黒鹿 母 ショウナンカラット 母母 ニュースヴァリュー 9戦2勝 賞金 18，820，000円
〔発走状況〕 ヤマタケクララ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

20044 7月11日 曇 重 （3函館1） 第4日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時45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

712 クリノドラゴン 牡3栗 54 武 豊栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 472± 01：44．9 8．2�
11 カネコメノボル �4栗 57 団野 大成髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 430＋ 8 〃 クビ 3．7�
22 シフクユウヒ 牡4栗 57 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 532－ 2 〃 ハナ 27．8�
34 イ グ ナ ー ツ 牡5鹿 57 大野 拓弥前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 81：45．11� 15．4�
58 サプライズビュー 牡3鹿 54 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE 栗田 徹 新ひだか 田中 春美 506± 01：45．3� 3．6�
813 バ イ ス �3鹿 54 丹内 祐次ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 478－16 〃 クビ 61．0	
711� 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 446＋ 21：45．4� 157．1

610 ヒシタイザン 牡4栗 57

54 ▲小沢 大仁阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B518＋ 21：45．5� 54．0�
45 サイモンルグラン 牡4鹿 57 横山 和生澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 504＋ 41：45．7� 12．3�
814 ヴィクトリオン 牡3鹿 54 原田 和真菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 496－ 61：45．8� 110．3
57 ロ ス コ フ 牡3鹿 54

53 ☆亀田 温心吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 496＋14 〃 クビ 7．3�
69 マイネルテナシャス 牡4青鹿 57

54 ▲小林 凌大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 21：45．9クビ 182．3�

46 イツカハシャチョウ 牡3鹿 54 古川 吉洋 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 500＋ 41：46．43 7．9�
33 ドラウプニル �5鹿 57 横山 武史吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B472－ 81：46．93 11．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，996，000円 複勝： 49，302，000円 枠連： 9，769，500円
馬連： 50，811，300円 馬単： 21，214，800円 ワイド： 50，343，800円
3連複： 82，071，800円 3連単： 88，745，300円 計： 384，254，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 250円 � 160円 � 530円 枠 連（1－7） 2，230円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，760円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 11，090円 3 連 単 ��� 63，640円

票 数

単勝票数 計 319960 的中 � 30870（5番人気）
複勝票数 計 493020 的中 � 50338（3番人気）� 97903（2番人気）� 18993（9番人気）
枠連票数 計 97695 的中 （1－7） 3395（10番人気）
馬連票数 計 508113 的中 �� 21756（3番人気）
馬単票数 計 212148 的中 �� 3965（15番人気）
ワイド票数 計 503438 的中 �� 20243（7番人気）�� 4536（32番人気）�� 6820（26番人気）
3連複票数 計 820718 的中 ��� 5547（43番人気）
3連単票数 計 887453 的中 ��� 1011（249番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．5―12．3―12．6―12．3―12．7―12．6―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．1―41．4―54．0―1：06．3―1：19．0―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノドラゴン �
�
父 アスカクリチャン �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．10．25 京都16着

2018．5．7生 牡3栗 母 クリノクレオパトラ 母母 シャトルライン 13戦2勝 賞金 20，980，000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 ハイモビリティ号



20045 7月11日 曇 稍重 （3函館1） 第4日 第9競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走14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
1：57．8
1：56．1

良
良

34 ブルームスベリー 牝4鹿 55 C．ルメール �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム B458± 02：02．6 6．8�
712 プレミアエンブレム 牝3鹿 52 横山 武史 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 462－ 22：02．7� 3．5�
11 ペルソナデザイン �5鹿 57

55 △秋山 稔樹�G1レーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 472－18 〃 ハナ 22．0�
69 オータムヒロイン 牝3鹿 52 古川 吉洋ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 62：02．8� 25．4�
33 ヤップヤップヤップ 牡5栗 57 丹内 祐次薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 452－ 22：02．9� 67．1	
46 キングオブドラゴン 牡4黒鹿57 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474－ 82：03．0クビ 3．8

22 ポールトゥウィン 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁 �カナヤマホール
ディングス 田中 克典 浦河 三嶋牧場 518＋ 6 〃 � 11．2�

813 アインゲーブング 牝3鹿 52
51 ☆泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 434－102：03．1クビ 4．7�
711 ナムラショウグン 牡4青鹿57 川又 賢治奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 482± 02：03．2� 62．2
814 リキサントライ 牡3栗 54 池添 謙一 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 486－ 2 〃 アタマ 28．2�
58 	 ホウオウビクトリー 牡5鹿 57

54 ▲横山 琉人小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 42：03．62� 123．2�
610 ラズルダズル 牡4鹿 57 団野 大成 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 460－ 82：03．7� 25．8�
45 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 B450－122：03．8� 205．2�
57 ケルンキングダム �5鹿 57

56 ☆亀田 温心谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育
成牧場 442＋ 42：04．01
 15．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，305，700円 複勝： 56，233，100円 枠連： 9，630，300円
馬連： 68，277，700円 馬単： 26，153，700円 ワイド： 54，887，400円
3連複： 90，841，800円 3連単： 110，419，600円 計： 452，749，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 180円 � 640円 枠 連（3－7） 1，110円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，440円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 9，880円 3 連 単 ��� 54，640円

票 数

単勝票数 計 363057 的中 � 42157（4番人気）
複勝票数 計 562331 的中 � 65574（4番人気）� 98298（2番人気）� 18080（10番人気）
枠連票数 計 96303 的中 （3－7） 6679（3番人気）
馬連票数 計 682777 的中 �� 38260（4番人気）
馬単票数 計 261537 的中 �� 7492（10番人気）
ワイド票数 計 548874 的中 �� 26762（5番人気）�� 5530（32番人気）�� 9444（15番人気）
3連複票数 計 908418 的中 ��� 6892（33番人気）
3連単票数 計1104196 的中 ��� 1465（181番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．6―12．7―12．7―12．4―12．5―12．5―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―35．0―47．7―1：00．4―1：12．8―1：25．3―1：37．8―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルームスベリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．2．1 小倉1着

2017．3．20生 牝4鹿 母 エクセラントカーヴ 母母 インディアナカーヴ 12戦2勝 賞金 28，900，000円

20046 7月11日 曇 重 （3函館1） 第4日 第10競走 ��1，700�
つ が る か い き ょ う

津 軽 海 峡 特 別
発走14時50分 （ダート・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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

22 シ ハ ー ブ 牡5青 57 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 546－141：43．3 1．8�
33 � レッドエランドール 牡4鹿 57 横山 武史 �東京ホースレーシング 田中 克典 千歳 社台ファーム B502－ 41：43．72� 2．6�
77 グリニッジシチー �5栗 57 丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット B476＋ 41：44．12 18．3�
44 タイトロープウィン 牝5栗 55 横山 和生浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434－101：44．42 22．2�
89 タガノペルマネンテ 牝4黒鹿55 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 454－ 61：44．71� 32．8	
55 ナムラゴロフキン 牡4鹿 57 小沢 大仁奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 492－ 8 〃 クビ 22．3

66 トウカイオルデン 牡6鹿 57 大野 拓弥内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 B478＋ 21：45．01	 13．7�
88 ワンダーシエンプロ 牝4栗 55 団野 大成山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 B434－161：45．31	 11．6�
11 � ノーザンヴィグラス 牡4鹿 57 秋山 稔樹犬塚悠治郎氏 根本 康広 新冠 ハクツ牧場 510－121：45．72 185．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，582，500円 複勝： 69，568，900円 枠連： 9，853，400円
馬連： 61，565，700円 馬単： 39，211，100円 ワイド： 44，434，200円
3連複： 89，617，800円 3連単： 197，122，400円 計： 547，956，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（2－3） 190円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 140円 �� 400円 �� 480円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 1，680円

票 数

単勝票数 計 365825 的中 � 158252（1番人気）
複勝票数 計 695689 的中 � 329462（1番人気）� 172042（2番人気）� 30322（6番人気）
枠連票数 計 98534 的中 （2－3） 39124（1番人気）
馬連票数 計 615657 的中 �� 245990（1番人気）
馬単票数 計 392111 的中 �� 90067（1番人気）
ワイド票数 計 444342 的中 �� 111592（1番人気）�� 22668（6番人気）�� 18533（9番人気）
3連複票数 計 896178 的中 ��� 91666（3番人気）
3連単票数 計1971224 的中 ��� 84978（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．2―41．4―54．0―1：06．4―1：18．7―1：30．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．9
1
3
3－7（1，2）（5，9，8）－4＝6
3，7，2，9，8（5，4）－6＝1

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

勝馬の
紹 介

シ ハ ー ブ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Singspiel デビュー 2018．11．11 東京1着

2016．3．21生 牡5青 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 6戦3勝 賞金 37，310，000円



20047 7月11日 曇 稍重 （3函館1） 第4日 第11競走 ��
��1，800�

ごりょうかく

五稜郭ステークス
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，
牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

714 モンブランテソーロ 牡5鹿 57 池添 謙一了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 浦河 市川フアーム 486＋ 21：48．6 4．3�

35 サクラトゥジュール 牡4青鹿57 横山 武史�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 502－ 41：48．7� 6．3�
11 ルビーカサブランカ 牝4栗 55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460± 01：48．8� 4．1�
48 ボンオムトゥック 牝4芦 55 菱田 裕二窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B472＋ 61：49．01	 20．9�
24 
 シ ン ボ 牡4鹿 57 古川 吉洋�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 458± 01：49．1� 10．6	
611 レオンドーロ 牝5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 B496＋ 41：49．2クビ 21．2

47 レッドイグニス �8黒鹿57 川又 賢治 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B472－ 4 〃 クビ 210．2�
713 スズカロング 牡7鹿 57 亀田 温心永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486－101：49．41� 59．2�
12 アールクインダム 牝4黒鹿55 大野 拓弥前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 466－ 81：49．71	 12．9
36 ロワマージュ 牡4鹿 57 横山 和生ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 6 〃 クビ 27．0�
816 ド ゥ ー カ 牡8栗 57 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 508± 01：49．8クビ 106．2�
59 ア ラ ス カ 牝5鹿 55 秋山 稔樹池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 402－101：50．11� 34．2�
510 ル ヴ ォ ル グ 牡5黒鹿57 団野 大成�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 530－101：50．2	 40．1�
612 イ ル マ タ ル 牝5鹿 55 泉谷 楓真吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 472－ 21：50．62	 56．8�
23 ル ナ シ オ ン 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470－181：52．210 4．8�
815 トゥザフロンティア 牡6鹿 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518－ 8 〃 ハナ 102．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，583，400円 複勝： 119，924，800円 枠連： 47，594，000円
馬連： 242，177，100円 馬単： 95，657，900円 ワイド： 169，209，300円
3連複： 422，187，400円 3連単： 467，277，700円 計： 1，653，611，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 200円 � 150円 枠 連（3－7） 1，140円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 580円 �� 330円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 9，230円

票 数

単勝票数 計 895834 的中 � 166408（2番人気）
複勝票数 計1199248 的中 � 238617（1番人気）� 132157（4番人気）� 227336（2番人気）
枠連票数 計 475940 的中 （3－7） 32258（5番人気）
馬連票数 計2421771 的中 �� 123171（4番人気）
馬単票数 計 956579 的中 �� 29527（4番人気）
ワイド票数 計1692093 的中 �� 72178（4番人気）�� 139158（1番人気）�� 74762（3番人気）
3連複票数 計4221874 的中 ��� 176750（2番人気）
3連単票数 計4672777 的中 ��� 36677（10番人気）

ハロンタイム 12．3―12．1―12．4―12．1―12．0―12．0―12．0―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．4―36．8―48．9―1：00．9―1：12．9―1：24．9―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モンブランテソーロ �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2019．4．6 中山2着

2016．3．24生 牡5鹿 母 ルヴァンクレール 母母 Loch Clair 15戦4勝 賞金 84，509，000円
〔発走状況〕 ルヴォルグ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 モンブランテソーロ号の騎手池添謙一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
〔調教再審査〕 ルヴォルグ号は，発走調教再審査。

20048 7月11日 曇 稍重 （3函館1） 第4日 第12競走 1，200�函館道新スポーツ杯
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
北海道新聞HotMedia道新スポーツ賞（1着）

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．0

良
良

57 ゴールドチャリス 牝3鹿 52 武 豊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 408＋ 41：09．3 3．6�
711� 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 466－ 61：09．51� 11．0�
813 ノクターンノーツ 牝4鹿 55 団野 大成飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 B502＋ 81：09．6� 9．3�
22 ナイントゥファイブ 牝4黒鹿55 松田 大作�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：09．7クビ 9．2�
68 ベッラヴォルタ 牝4栗 55 菊沢 一樹ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 494＋101：09．91� 45．6	
69 グッドワード 牝6芦 55 川又 賢治下河辺俊行氏 畑端 省吾 日高 下河辺牧場 500＋ 41：10．11� 7．8

710 ザ イ ラ 牝4鹿 55 坂井 瑠星吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 486＋ 21：10．2クビ 88．3�
812 ルーチェデラヴィタ 牝4鹿 55 水口 優也安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 広富牧場 444－ 8 〃 クビ 161．2�
33 ラ キ 牝4鹿 55 C．ルメール �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 470－ 21：10．3� 7．5
11 フクノナルボンヌ 牝5栗 55 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 506－ 61：10．51� 12．8�
44 スカーレットスカイ 牝3栗 52 国分 恭介ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 81：11．02� 6．1�
45 コスモアンジュ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 安達 洋生 476－10 〃 クビ 17．4�
56 ゼンノアンジュ 牝3鹿 52 池添 謙一大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 488－ 21：11．1� 13．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 78，633，500円 複勝： 97，659，000円 枠連： 23，920，800円
馬連： 140，220，800円 馬単： 53，206，700円 ワイド： 121，314，400円
3連複： 223，686，300円 3連単： 253，671，200円 計： 992，312，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 300円 � 290円 枠 連（5－7） 1，770円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 990円 �� 910円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 9，340円 3 連 単 ��� 46，830円

票 数

単勝票数 計 786335 的中 � 172389（1番人気）
複勝票数 計 976590 的中 � 167964（1番人気）� 78019（7番人気）� 79631（6番人気）
枠連票数 計 239208 的中 （5－7） 10419（8番人気）
馬連票数 計1402208 的中 �� 36737（9番人気）
馬単票数 計 532067 的中 �� 7137（18番人気）
ワイド票数 計1213144 的中 �� 31743（8番人気）�� 34491（7番人気）�� 23646（19番人気）
3連複票数 計2236863 的中 ��� 17950（33番人気）
3連単票数 計2536712 的中 ��� 3927（147番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．1―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．0―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドチャリス �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2020．6．7 阪神4着

2018．3．6生 牝3鹿 母 シルバーチャリス 母母 Silver Lane 10戦3勝 賞金 46，855，000円

３レース目



（3函館1）第4日 7月11日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 164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

201，380，000円
3，020，000円
23，310，000円
1，190，000円
22，310，000円
71，675，500円
4，510，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
548，862，800円
852，506，500円
174，216，400円
917，102，400円
416，651，100円
800，516，800円
1，491，435，100円
1，818，258，300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 7，019，549，400円

総入場人員 1，073名 （有料入場人員 955名）
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