
20061 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6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

55 � アウトパフォーム 牡2芦 54 横山 武史ゴドルフィン 栗田 徹 英 Kingston
Stud 436＋ 21：09．8 9．8�

33 パスポートチェック 牡2栗 54 C．ルメールゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498＋ 61：10．22� 3．7�

67 ウインマーベル 牡2栗 54 丹内 祐次�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 61：10．62 4．9�
710 ジョーブリッランテ 牡2栗 54 武 豊上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 486＋ 21：10．71� 3．4�
79 マテンロウサニー 牝2栗 54 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 446－121：10．8クビ 30．9�
811 エスオーライアン 牡2鹿 54 古川 吉洋岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 432＋ 8 〃 クビ 16．2	
44 ポッドヴァイン 牡2鹿 54 勝浦 正樹小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 408－ 81：10．9� 20．6

22 ミッドナイトミニー 牝2鹿 54 大野 拓弥小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 450± 01：11．1� 6．8�
68 ゼンダンルーチェ 牡2鹿 54

51 ▲横山 琉人渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 414＋ 4 〃 クビ 134．3�
11 ハイスペックマン 牡2鹿 54 坂井 瑠星柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 446＋ 81：11．52� 58．2
812 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－ 61：11．71� 298．6�
56 � シゲルツバメ 牝2芦 54 岩田 康誠森中 蕃氏 橋田 満 愛 Rockfield

Farm 428＋ 41：11．8� 167．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，761，600円 複勝： 58，549，900円 枠連： 6，499，400円
馬連： 52，972，200円 馬単： 27，630，000円 ワイド： 49，719，200円
3連複： 86，135，200円 3連単： 102，475，800円 計： 420，743，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 280円 � 150円 � 160円 枠 連（3－5） 1，460円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 610円 �� 740円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 12，770円

票 数

単勝票数 計 367616 的中 � 31288（5番人気）
複勝票数 計 585499 的中 � 41876（5番人気）� 119882（2番人気）� 101357（3番人気）
枠連票数 計 64994 的中 （3－5） 3430（8番人気）
馬連票数 計 529722 的中 �� 24953（7番人気）
馬単票数 計 276300 的中 �� 5740（17番人気）
ワイド票数 計 497192 的中 �� 20479（7番人気）�� 16631（10番人気）�� 32138（3番人気）
3連複票数 計 861352 的中 ��� 24555（8番人気）
3連単票数 計1024758 的中 ��� 5817（44番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―11．7―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．4―47．1―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 5，7（3，8，10）11（1，9）（6，4，12）2 4 5（3，7）（8，10，11）（1，9）12（4，2）－6

勝馬の
紹 介

�アウトパフォーム �
�
父 Outstrip �

�
母父 Cape Cross デビュー 2021．6．27 札幌5着

2019．3．11生 牡2芦 母 Triple Cee 母母 Karri Valley 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔発走状況〕 ハイスペックマン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ハイスペックマン号は，発走調教再審査。

20062 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6日 第2競走 1，700�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
1：41．7
1：40．9

不良
重

57 ス レ イ マ ン 牡3栗 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 532＋101：46．1 3．2�
22 メイショウソウゴン 牡3栗 56 丹内 祐次松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 472＋ 61：48．0大差 18．3�
58 メイショウナリヒラ 牡3栗 56 武 豊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 21：48．1� 3．0�
711 バンブトンローズ 牝3鹿 54 勝浦 正樹樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 B474＋101：48．31 74．1�
45 エアセイラン 牡3黒鹿56 池添 謙一 	ラッキーフィールド田中 博康 様似 スイートフアーム B486＋ 21：48．4� 11．0

46 クリスタルスワン 牝3芦 54 古川 吉洋岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 490＋ 4 〃 クビ 21．4�
34 グランポートリネス 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 浦河日成牧場 512＋161：48．5クビ 313．8�
69 セ ル ヴ ォ 牡3鹿 56 国分 恭介奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 橋本牧場 462－ 4 〃 クビ 25．1
814 アトラスエース 牡3鹿 56 黛 弘人柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新ひだか 桑嶋 峰雄 490－ 21：48．6� 22．2�
712 スリンシンガポール 牝3黒鹿54 横山 和生田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 458－ 81：49．23� 9．0�
11 シャンデトワール 牝3鹿 54 岩田 康誠星野 �男氏 林 徹 千歳 社台ファーム 426－ 61：49．41 118．9�
813 ガビーズスピリット 牡3鹿 56 坂井 瑠星長島 和彦氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 518＋101：50．03� 6．5�
610 レオテソーロ 牡3栗 56 菊沢 一樹了德寺健二ホール

ディングス	 伊坂 重信 新ひだか 前谷 武志 470＋ 41：50．42� 56．2�
33 バイタライズ 牡3黒鹿56 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 478－ 21：50．82� 35．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，736，600円 複勝： 46，926，300円 枠連： 10，507，400円
馬連： 49，254，200円 馬単： 26，152，100円 ワイド： 54，424，700円
3連複： 86，464，900円 3連単： 91，666，100円 計： 397，132，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 320円 � 130円 枠 連（2－5） 1，340円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 270円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 16，570円

票 数

単勝票数 計 317366 的中 � 77846（2番人気）
複勝票数 計 469263 的中 � 76682（2番人気）� 26587（7番人気）� 118523（1番人気）
枠連票数 計 105074 的中 （2－5） 6063（5番人気）
馬連票数 計 492542 的中 �� 9773（15番人気）
馬単票数 計 261521 的中 �� 3734（17番人気）
ワイド票数 計 544247 的中 �� 8868（19番人気）�� 59369（1番人気）�� 18787（7番人気）
3連複票数 計 864649 的中 ��� 22786（6番人気）
3連単票数 計 916661 的中 ��� 4010（40番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．5―12．6―13．7―12．7―12．9―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．1―41．7―55．4―1：08．1―1：21．0―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．0
1
3
10，7－（8，13）－2，11－（4，5，14）－（3，12）－6（1，9）・（10，7）（2，13，5）11（4，8，12）（14，6）－（1，9）－3

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

勝馬の
紹 介

ス レ イ マ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Bertolini デビュー 2021．1．31 中京3着

2018．3．4生 牡3栗 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 3戦1勝 賞金 7，370，000円
〔3走成績による出走制限〕 シャンデトワール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月18日まで平地競走に出走でき

ない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マサノオリオン号

第１回 函館競馬 第６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



20063 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6日 第3競走 ��1，000�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
57．7
56．8

重
重

33 スイートカルデア 牝3鹿 54 横山 武史�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 458± 0 58．2 3．6�
44 スペシャリティ 牝3青鹿54 吉田 隼人中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 414＋ 6 59．37 30．7�
56 ナムラトキオ 牡3青鹿 56

54 △秋山 稔樹奈村 睦弘氏 大和田 成 日高 ナカノファーム 466－ 4 59．72� 13．9�
67 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 482＋ 6 〃 ハナ 20．1�
55 ザ ン ト 牡3黒鹿56 C．ルメール サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 新冠 森永 聡 422－ 4 59．91� 4．6�
812 スプリングローズ 牝3青鹿 54

53 ☆泉谷 楓真山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 434－ 21：00．11� 11．2	
68 ビービーダルク 牝3鹿 54 武 豊�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 468± 01：00．31� 8．6

710 メイショウマグワシ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 斉藤英牧場 416－ 2 〃 アタマ 5．1�
11 タマモイットウセイ 牡3青 56 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 464－ 61：00．51� 6．3
79 サクラトップメジャ 牝3栗 54 菊沢 一樹�トップフェロウ武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 450＋121：01．45 154．3�
22 ウォーターリリー 牝3鹿 54 大野 拓弥村野 康司氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 470＋ 21：01．61� 57．9�
811 ニシノラフカット 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 446＋ 81：01．7クビ 39．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，981，300円 複勝： 47，098，600円 枠連： 7，621，100円
馬連： 48，512，200円 馬単： 22，439，700円 ワイド： 48，053，400円
3連複： 74，273，200円 3連単： 82，702，500円 計： 363，682，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 540円 � 370円 枠 連（3－4） 4，230円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 6，620円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，190円 �� 5，860円

3 連 複 ��� 26，110円 3 連 単 ��� 118，260円

票 数

単勝票数 計 329813 的中 � 72670（1番人気）
複勝票数 計 470986 的中 � 93391（1番人気）� 19059（9番人気）� 29446（7番人気）
枠連票数 計 76211 的中 （3－4） 1395（17番人気）
馬連票数 計 485122 的中 �� 9470（18番人気）
馬単票数 計 224397 的中 �� 2541（30番人気）
ワイド票数 計 480534 的中 �� 9517（17番人気）�� 10584（15番人気）�� 2046（49番人気）
3連複票数 計 742732 的中 ��� 2133（89番人気）
3連単票数 計 827025 的中 ��� 507（413番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．3―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートカルデア �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 スクワートルスクワート デビュー 2021．4．25 新潟14着

2018．5．6生 牝3鹿 母 リボンノキシ 母母 マジックリボン 5戦1勝 賞金 8，400，000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。
（非当選馬） 1頭 ベイビーアッシュ号
（非抽選馬） 3頭 スエヒロヴァン号・トップシンデレラ号・フェスティヴポン号

20064 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6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

45 バ シ レ ウ ス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 日高 新井 昭二 474＋ 81：46．8 8．0�

711 メイショウケンジャ 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 B498＋ 41：47．12 6．4�
610 スワーヴジョーダン �3栗 56 岩田 康誠�NICKS 田中 博康 千歳 社台ファーム B446＋ 21：47．84 18．7�
57 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 462－ 8 〃 ハナ 168．1�
813 メイショウカークス 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 本巣 敦 418＋ 81：48．01� 2．8�
46 ゼ ー タ 牡3青鹿56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 448－ 41：48．1クビ 8．0	
69 マサカウマザンマイ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム B476＋ 21：48．31� 14．9

34 テイエムミラクル 牝3鹿 54 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 492＋ 61：48．51� 55．5�
33 ハヤブサビッグバン 牡3芦 56 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 新ひだか 田中 裕之 498－ 21：48．6� 4．9�
22 フォトンストリーム 牡3鹿 56 黛 弘人幡 有氏 浅野洋一郎 日高 増尾牧場 404－ 2 〃 ハナ 198．4
712 レッドグレイシャー 牡3栗 56

54 △秋山 稔樹 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 白老 社台牧場 490＋ 81：49．12� 21．1�
58 ラジェドール 牡3芦 56

53 ▲横山 琉人根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム B494－ 4 〃 アタマ 150．1�
814 ハ ン タ ー 牡3青鹿56 横山 和生道永 幸治氏 藤原 辰雄 新ひだか 田中 春美 454＋ 21：49．31� 13．3�
11 アマラスボーイ 牡3鹿 56 丹内 祐次吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 468＋ 81：50．79 81．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，666，500円 複勝： 46，860，500円 枠連： 9，259，100円
馬連： 44，670，900円 馬単： 18，988，300円 ワイド： 42，105，000円
3連複： 70，548，400円 3連単： 75，379，000円 計： 341，477，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 250円 � 200円 � 370円 枠 連（4－7） 840円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，140円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 8，960円 3 連 単 ��� 40，510円

票 数

単勝票数 計 336665 的中 � 33661（4番人気）
複勝票数 計 468605 的中 � 48334（5番人気）� 68688（2番人気）� 29489（7番人気）
枠連票数 計 92591 的中 （4－7） 8523（4番人気）
馬連票数 計 446709 的中 �� 18471（6番人気）
馬単票数 計 189883 的中 �� 3405（18番人気）
ワイド票数 計 421050 的中 �� 18826（5番人気）�� 4853（26番人気）�� 9311（15番人気）
3連複票数 計 705484 的中 ��� 5901（30番人気）
3連単票数 計 753790 的中 ��� 1349（139番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―12．8―13．0―12．7―12．5―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．8―42．6―55．6―1：08．3―1：20．8―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ シ レ ウ ス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．9．6 小倉11着

2018．3．13生 牡3鹿 母 ロイヤルライン 母母 ロイヤルパートナー 7戦1勝 賞金 9，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ラジェドール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月18日まで平地競走に出走できな

い。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ノーブルアイランド号・ヨリクンロード号
（非抽選馬） 5頭 ジェイエルブリッジ号・シゲルダイナミック号・ナムラハカ号・ルリオウ号・ワールドマックス号



20065 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6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

77 リューベック 牡2鹿 54 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472 ―1：51．4 1．4�

22 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 492 ―1：51．72 6．8�
33 アナザーエデン 牡2鹿 54 武 豊市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 510 ―1：51．9� 29．8�
66 ブルトンクール 牝2栗 54 大野 拓弥会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 442 ― 〃 クビ 38．0�
89 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 496 ―1：52．21� 18．1�
11 レ デ ィ ベ ル 牝2黒鹿54 横山 武史 �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 514 ― 〃 クビ 7．9	
88 カスターニャルーナ 牝2栗 54 藤岡 佑介吉田 安惠氏 武 英智 安平 追分ファーム 460 ―1：52．83� 61．7

44 ブリヨンカズマ 牡2芦 54 C．ルメール 合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 526 ―1：53．22 10．4�
55 ブルーレーン 牝2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真本間 茂氏 本田 優 日高 Wing Farm 482 ―1：53．3� 79．4�
（9頭）

売 得 金
単勝： 51，982，800円 複勝： 93，491，100円 枠連： 6，598，800円
馬連： 47，477，400円 馬単： 33，077，900円 ワイド： 37，208，300円
3連複： 62，724，800円 3連単： 132，982，900円 計： 465，544，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 310円 枠 連（2－7） 350円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 170円 �� 560円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計 519828 的中 � 294320（1番人気）
複勝票数 計 934911 的中 � 698035（1番人気）� 63626（2番人気）� 17459（6番人気）
枠連票数 計 65988 的中 （2－7） 14355（1番人気）
馬連票数 計 474774 的中 �� 124383（1番人気）
馬単票数 計 330779 的中 �� 64300（1番人気）
ワイド票数 計 372083 的中 �� 75832（1番人気）�� 14406（7番人気）�� 7472（13番人気）
3連複票数 計 627248 的中 ��� 26046（6番人気）
3連単票数 計1329829 的中 ��� 23502（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．8―13．8―13．1―12．5―11．9―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．9―50．7―1：03．8―1：16．3―1：28．2―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リューベック 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2019．4．16生 牡2鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20066 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6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

47 チャックネイト 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 478＋ 42：43．1 1．9�

714 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 464－ 22：43．42 11．2�
12 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 452－ 82：43．5クビ 30．5�
48 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 B464－ 62：43．82 40．6�
36 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 462－ 22：43．9� 11．9�
713 クリノサルベージ 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 藤岡 健一 様似 様似渡辺牧場 446－102：44．0クビ 30．8	
816 ワセダハーツ 牡3栗 56 大野 拓弥大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 420－ 6 〃 クビ 19．5

510 ルリアンシップ 牝3芦 54 横山 和生�下河辺牧場 稲垣 幸雄 日高 下河辺牧場 422＋10 〃 アタマ 64．3�
11 スカーレットテイル 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 400＋ 82：44．21� 60．2
24 コスモオニアシゲ 牡3芦 56 井上 敏樹 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 8 〃 ハナ 29．9�
59 アンドルディース 牝3芦 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 5．4�
23 ウェイオブライト 牡3芦 56

53 ▲小沢 大仁岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 82：44．52 12．1�
612 ポ ン フ ー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 492± 02：44．71� 59．0�
815 フ ィ ー ビ ー 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム B428＋ 82：44．8� 202．1�
35 ソルトレイト 牡3芦 56 藤岡 佑介杉浦 敏夫氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 520 ―2：46．9大差 23．9�
611 テンノリュウギ 牡3青鹿56 坂井 瑠星天白 泰司氏 新谷 功一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502－122：49．6大差 60．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，100，600円 複勝： 43，148，600円 枠連： 8，480，000円
馬連： 38，070，600円 馬単： 19，539，100円 ワイド： 40，502，100円
3連複： 69，159，700円 3連単： 75，353，100円 計： 324，353，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 250円 � 360円 枠 連（4－7） 650円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 550円 �� 920円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 17，710円

票 数

単勝票数 計 301006 的中 � 126598（1番人気）
複勝票数 計 431486 的中 � 123300（1番人気）� 37313（4番人気）� 22859（7番人気）
枠連票数 計 84800 的中 （4－7） 9962（3番人気）
馬連票数 計 380706 的中 �� 27616（3番人気）
馬単票数 計 195391 的中 �� 11979（3番人気）
ワイド票数 計 405021 的中 �� 20156（4番人気）�� 11315（6番人気）�� 2837（35番人気）
3連複票数 計 691597 的中 ��� 7112（20番人気）
3連単票数 計 753531 的中 ��� 3084（34番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―12．2―12．8―12．3―13．4―13．4―13．2―12．6―11．9―12．0―11．5―12．3

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�
13．2―25．5―37．7―50．5―1：02．8―1：16．2―1：29．6―1：42．8―1：55．4―2：07．3―2：19．3―2：30．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チャックネイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2021．2．6 東京3着

2018．5．8生 牡3鹿 母 ゴジップガール 母母 Temperence Gift 4戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンノリュウギ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月18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〕 スカーレットテイル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月18日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 バンビーナミノル号・フェイトリッパー号・ラヴィエント号



20067 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6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

33 ミヤビマドンナ 牝4鹿 55 横山 和生村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 446＋ 21：46．8 11．1�
66 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 440＋ 21：47．33 10．3�
44 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 492＋ 4 〃 クビ 3．2�
811 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 456± 01：47．4クビ 3．6�
22 ルージュジャドール 牝3鹿 52 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 432＋ 21：47．82� 20．9	
11 メイショウラッシュ 牝5鹿 55

52 ▲小沢 大仁松本 好
氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 478－ 2 〃 ハナ 6．0�
78 ジョブックルーチェ 牝3黒鹿 52

50 △山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 466－ 21：47．9クビ 117．8�
810 ハイボールコパ 牝3黒鹿 52

51 ☆亀田 温心小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 むかわ 市川牧場 454＋ 21：48．64 39．6
67 タイセイルージュ 牝3栗 52

50 △秋山 稔樹田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 462＋ 61：49．45 14．1�
79 ノアファンタジー 牝3鹿 52

49 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 472－ 61：50．78 6．3�
55 マイレリーフ 牝4鹿 55

52 ▲西谷 凜兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 448＋ 81：52．18 95．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，635，400円 複勝： 38，144，000円 枠連： 6，668，700円
馬連： 42，023，100円 馬単： 21，980，600円 ワイド： 36，886，900円
3連複： 63，234，100円 3連単： 84，226，200円 計： 325，799，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 330円 � 230円 � 150円 枠 連（3－6） 3，100円

馬 連 �� 4，200円 馬 単 �� 8，480円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 640円 �� 480円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 37，390円

票 数

単勝票数 計 326354 的中 � 23491（6番人気）
複勝票数 計 381440 的中 � 24731（7番人気）� 40308（5番人気）� 81032（1番人気）
枠連票数 計 66687 的中 （3－6） 1665（15番人気）
馬連票数 計 420231 的中 �� 7737（20番人気）
馬単票数 計 219806 的中 �� 1944（37番人気）
ワイド票数 計 368869 的中 �� 7807（19番人気）�� 14732（8番人気）�� 20782（2番人気）
3連複票数 計 632341 的中 ��� 10853（14番人気）
3連単票数 計 842262 的中 ��� 1633（155番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―12．2―12．8―13．2―12．8―12．6―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．8―42．6―55．8―1：08．6―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤビマドンナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．5 東京10着

2017．5．28生 牝4鹿 母 ミヤビグレイス 母母 システィーナ 8戦2勝 賞金 17，700，000円
〔その他〕 マイレリーフ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

20068 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6日 第8競走 ��1，200�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
1：06．8
1：06．0

良
良

57 � 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 B516－ 61：10．0 3．2�
68 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± 0 〃 クビ 5．6�
711 シュアーヴアリア 牝3黒鹿52 丹内 祐次ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B466－ 81：10．1� 17．1�
44 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－ 2 〃 クビ 34．9�
11 タイセイレフィーノ 牝4鹿 55 菱田 裕二田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 478－ 41：10．2� 29．9�
812 キョウワセイヴァー �4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 506＋ 61：10．3� 15．8	
56 アンジュマリッシュ 牝3青 52 古川 吉洋 
サンデーレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 438－ 21：10．4� 15．4�
22 フロスティクォーツ 牡3黒鹿54 横山 武史ライオンレースホース� 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 472＋ 4 〃 ハナ 5．2�
710 シシリエンヌ 牝5青鹿55 菊沢 一樹手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B498± 01：10．5	 17．5
33 ブラウオリゾン 牡3鹿 54

52 △山田 敬士ディアレストクラブ� 勢司 和浩 浦河 ディアレスト
クラブ 526－ 61：10．71
 141．6�

45 サブロンカズマ 牡3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 466－ 21：11．12 15．6�
69 コスミックエナジー 牝4栗 55 吉田 隼人吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472＋10 〃 クビ 7．4�
813 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 420－ 21：11．63 16．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，716，400円 複勝： 41，351，600円 枠連： 9，887，800円
馬連： 43，176，600円 馬単： 18，700，300円 ワイド： 40，740，900円
3連複： 70，251，800円 3連単： 75，865，600円 計： 328，691，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 210円 � 410円 枠 連（5－6） 480円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 460円 �� 960円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 18，880円

票 数

単勝票数 計 287164 的中 � 71613（1番人気）
複勝票数 計 413516 的中 � 89233（1番人気）� 50504（3番人気）� 20433（10番人気）
枠連票数 計 98878 的中 （5－6） 15894（1番人気）
馬連票数 計 431766 的中 �� 30888（1番人気）
馬単票数 計 187003 的中 �� 7872（1番人気）
ワイド票数 計 407409 的中 �� 24478（1番人気）�� 10567（8番人気）�� 8228（14番人気）
3連複票数 計 702518 的中 ��� 10236（7番人気）
3連単票数 計 758656 的中 ��� 2913（24番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―11．5―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．6―46．1―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メサテソーロ �
�
父 Midnight Lute �

�
母父 Sir Cat デビュー 2020．1．25 中山13着

2017．2．5生 牝4青鹿 母 Cat’s Fair 母母 Very Fair 11戦2勝 賞金 20，870，000円
〔制裁〕 フロスティクォーツ号の騎手横山武史は，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）



20069 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6日 第9競走 ��1，800�
え さ ん

恵 山 特 別
発走14時15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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

57 ホウオウサミット 牡3鹿 54 C．ルメール 小笹 芳央氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 498－ 81：48．2 1．7�
69 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 474＋ 81：48．41� 4．6�
33 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 426＋ 41：48．5アタマ 12．2�
711 ヴィクトゥーラ 牡3黒鹿54 大野 拓弥近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 472－ 21：48．6� 7．3�
710 ショウナンラスボス 牡3栗 54 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 470± 01：48．81� 22．9�
44 デンセツノマジョ 牝6黒鹿55 菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 466＋ 4 〃 ハナ 45．3	
22 アムールマルルー 牝3黒鹿52 横山 和生村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 442－ 4 〃 クビ 27．2

813 ランドアーティスト �4鹿 57 池添 謙一吉田 照哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 480＋101：48．9� 13．8�
11 チェスナットドレス 牝4栗 55 小沢 大仁�GET NEXT 西村 真幸 浦河 辻 牧場 492－ 61：49．11� 132．2�
45 ミリタリータンゴ 牡3黒鹿54 泉谷 楓真 社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 458＋ 61：49．31� 73．0�
68 マイネルエキサイト 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 498± 0 〃 ハナ 44．7�
812 ポピュリズム 牝4鹿 55 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 2 〃 クビ 118．1�
56 ヒナノコバン 牡4鹿 57 秋山 稔樹日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 464＋ 21：49．51� 87．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，728，300円 複勝： 123，180，900円 枠連： 9，836，900円
馬連： 55，204，600円 馬単： 32，568，200円 ワイド： 53，782，300円
3連複： 89，459，400円 3連単： 141，661，600円 計： 545，422，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 210円 枠 連（5－6） 390円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 240円 �� 330円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 3，160円

票 数

単勝票数 計 397283 的中 � 184157（1番人気）
複勝票数 計1231809 的中 � 790722（1番人気）� 101110（2番人気）� 56400（5番人気）
枠連票数 計 98369 的中 （5－6） 19115（1番人気）
馬連票数 計 552046 的中 �� 94088（1番人気）
馬単票数 計 325682 的中 �� 41389（1番人気）
ワイド票数 計 537823 的中 �� 65049（1番人気）�� 41857（3番人気）�� 16063（8番人気）
3連複票数 計 894594 的中 ��� 48644（2番人気）
3連単票数 計1416616 的中 ��� 32432（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．5―35．7―48．2―1：00．5―1：13．0―1：25．2―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウサミット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．1．31 東京2着

2018．2．9生 牡3鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 3戦2勝 賞金 18，429，000円
〔制裁〕 ヴェントボニート号の騎手武豊は，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30，000円。（被害馬：13番）

20070 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6日 第10競走 ��1，700�
お し ま

渡 島 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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

88 ルコルセール 牡3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B508－ 81：45．3 1．2�
33 � ヴ ィ ー ダ �6栗 57 勝浦 正樹 �スマイルファーム 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 446－ 21：45．82� 7．4�
66 ショウリノカンパイ 牝3鹿 52 黛 弘人平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 468－ 61：46．01	 11．6�
11 スーパーフェイバー 牡3黒鹿54 坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 6 〃 クビ 8．5�
22 
 コスモセイリュウ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 490－101：46．1� 17．3	
77 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－ 41：46．3� 53．0

44 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 496＋ 4 〃 ハナ 48．1�
55 � オーバーリミット 牡4鹿 57 亀田 温心 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 辻 牧場 492－ 41：49．1大差 103．4�
89 エメラルスター 牡7黒鹿57 大野 拓弥高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 468－ 21：50．59 34．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，073，200円 複勝： 156，523，600円 枠連： 9，484，200円
馬連： 51，264，600円 馬単： 40，639，600円 ワイド： 44，285，500円
3連複： 80，201，300円 3連単： 215，922，900円 計： 636，394，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 130円 � 150円 枠 連（3－8） 390円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 170円 �� 200円 �� 470円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 1，170円

票 数

単勝票数 計 380732 的中 � 236507（1番人気）
複勝票数 計1565236 的中 � 1277924（1番人気）� 71175（2番人気）� 58886（3番人気）
枠連票数 計 94842 的中 （3－8） 18515（2番人気）
馬連票数 計 512646 的中 �� 108009（1番人気）
馬単票数 計 406396 的中 �� 75212（1番人気）
ワイド票数 計 442855 的中 �� 76693（1番人気）�� 59978（2番人気）�� 18555（6番人気）
3連複票数 計 802013 的中 ��� 114255（1番人気）
3連単票数 計2159229 的中 ��� 133066（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．0―42．4―55．3―1：08．1―1：20．9―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．2
1
3
3，6（4，8）7，2，1（5，9）
3，6（4，8）2（7，1）（5，9）

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

勝馬の
紹 介

ルコルセール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．26 新潟9着

2018．4．13生 牡3鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ 6戦3勝 賞金 29，727，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エメラルスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月18日まで平地競

走に出走できない。



20071 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第57回農林水産省賞典 函館記念（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，2．7．18以降3．7．11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

農林水産大臣賞・函館市長賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

48 � トーセンスーリヤ 牡6栗 56 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 482± 01：58．7 4．5�

24 アイスバブル 牡6芦 55 水口 優也金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458－ 81：59．23 33．7�

815 バイオスパーク 牡6黒鹿57 池添 謙一宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 478± 0 〃 ハナ 28．0�
611 ディアマンミノル 牡4栗 54 泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 466± 0 〃 クビ 25．8�
59 サトノエルドール 牡5鹿 56 亀田 温心 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム B470－ 4 〃 ハナ 21．7	
35 ジェットモーション �5黒鹿54 横山 武史�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B522－ 4 〃 クビ 8．8

23 ワールドウインズ �4鹿 56 武 豊川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 464－ 41：59．3クビ 10．3�
510 マイネルウィルトス 牡5黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 6 〃 アタマ 6．1�
11 	 カフェファラオ 牡4鹿 58．5 C．ルメール 西川 光一氏 堀 宣行 米 Paul P.

Pompa 524＋ 61：59．4クビ 4．1
12 ハナズレジェンド 牡8栗 55 藤岡 佑介広尾レース� 田中 克典 浦河 カナイシスタッド 470－ 61：59．5
 17．0�
47 ド ゥ オ ー モ 牡8鹿 53 勝浦 正樹広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 468＋ 21：59．82 44．9�
36 タイセイトレイル 牡6黒鹿55 菱田 裕二田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486－16 〃 アタマ 57．3�
713 ワセダインブルー 牡6鹿 54 大野 拓弥大冨 智弘氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 448－ 82：00．22 22．1�
714 マイネルファンロン 牡6青鹿55 秋山 稔樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 22：00．62
 19．9�
816 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 506＋122：01．87 33．2�
612 アドマイヤジャスタ 牡5鹿 56 吉田 隼人近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 520＋ 6 〃 ハナ 23．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 223，025，000円 複勝： 282，380，200円 枠連： 137，406，000円
馬連： 777，024，600円 馬単： 251，909，200円 ワイド： 552，339，800円
3連複： 1，754，015，400円 3連単： 1，835，482，300円 計： 5，813，582，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 690円 � 630円 枠 連（2－4） 1，600円

馬 連 �� 7，630円 馬 単 �� 11，330円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，690円 �� 9，190円

3 連 複 ��� 49，740円 3 連 単 ��� 201，770円

票 数

単勝票数 計2230250 的中 � 388202（2番人気）
複勝票数 計2823802 的中 � 530185（1番人気）� 91665（13番人気）� 101104（12番人気）
枠連票数 計1374060 的中 （2－4） 66356（5番人気）
馬連票数 計7770246 的中 �� 78911（26番人気）
馬単票数 計2519092 的中 �� 16664（39番人気）
ワイド票数 計5523398 的中 �� 72019（18番人気）�� 85275（14番人気）�� 15165（107番人気）
3連複票数 計17540154 的中 ��� 26445（196番人気）
3連単票数 計18354823 的中 ��� 6595（737番人気）

ハロンタイム 12．6―10．3―11．5―11．8―12．3―12．0―12．2―12．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―22．9―34．4―46．2―58．5―1：10．5―1：22．7―1：35．0―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3

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

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

�トーセンスーリヤ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 デュランダル

2015．4．4生 牡6栗 母 トーセンガラシャ 母母 フェリアード 31戦5勝 賞金 193，640，000円
地方デビュー 2017．10．2 大井

〔制裁〕 アイスバブル号の騎手水口優也は，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：1番）
※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 ウインイクシード号・エンデュミオン号・サクラトゥジュール号・ナイママ号

20072 7月18日 晴 良 （3函館1） 第6日 第12競走 ��1，200�
ゆ かわおんせん

湯の川温泉特別
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．0

良
良

710 フォイアーロート 牡3青鹿54 岩田 康誠吉田 勝己氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 468－ 41：09．4 13．0�
711 オシリスブレイン 牡4青鹿57 勝浦 正樹エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 488－ 41：09．61� 9．7�
812� 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 456－ 2 〃 クビ 3．6�
68 � トーセンウォーリア 牡3鹿 54 池添 謙一島川 �哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 484－ 21：09．7クビ 29．5�
57 � 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 464－ 4 〃 クビ 16．4	

11 ガ リ レ イ 	4鹿 57 菱田 裕二 �カナヤマホール
ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 492－ 41：09．9
 2．7


22 ウインオルビット 牡6鹿 57 黛 弘人�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B492－ 2 〃 ハナ 191．7�
56 � 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 498＋10 〃 ハナ 4．6�
33 � 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 474＋ 61：10．11� 136．0
44 エイカイマドンナ 牝6鹿 55 藤岡 佑介二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B450＋ 4 〃 アタマ 25．1�
69 シトラスノキセキ 牝5鹿 55 小沢 大仁加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B448± 0 〃 ハナ 107．9�
45 テーオーマルクス 牡4鹿 57 泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 482－121：10．31� 60．0�
813 コスモカッティーボ 牡4鹿 57 横山 武史 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム B488＋ 61：10．51� 20．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 82，112，800円 複勝： 92，665，300円 枠連： 28，649，700円
馬連： 152，224，800円 馬単： 62，513，800円 ワイド： 114，666，300円
3連複： 238，462，000円 3連単： 324，115，200円 計： 1，095，409，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 310円 � 220円 � 170円 枠 連（7－7） 4，250円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 9，450円

ワ イ ド �� 950円 �� 640円 �� 620円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 32，860円

票 数

単勝票数 計 821128 的中 � 50148（5番人気）
複勝票数 計 926653 的中 � 68245（6番人気）� 105265（3番人気）� 161699（2番人気）
枠連票数 計 286497 的中 （7－7） 5221（15番人気）
馬連票数 計1522248 的中 �� 28619（16番人気）
馬単票数 計 625138 的中 �� 4960（35番人気）
ワイド票数 計1146663 的中 �� 30180（11番人気）�� 46149（7番人気）�� 48050（6番人気）
3連複票数 計2384620 的中 ��� 41681（13番人気）
3連単票数 計3241152 的中 ��� 7151（119番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．9―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―46．0―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォイアーロート �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．11．22 阪神5着

2018．2．5生 牡3青鹿 母 ヴィンテージローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 8戦3勝 賞金 31，586，000円
※ウインオルビット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（3函館1）第6日 7月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

245，180，000円
1，730，000円
20，800，000円
2，010，000円
29，260，000円
66，690，000円
4，452，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
661，520，500円
1，070，320，600円
250，899，100円
1，401，875，800円
576，138，800円
1，114，714，400円
2，744，930，200円
3，237，833，200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 11，058，232，600円

総入場人員 1，165名 （有料入場人員 965名）
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