
20085 7月25日 曇 良 （3函館1） 第8日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走9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
1：08．7
1：07．5

良
良

11 ニシノタマユラ 牝2黒鹿54 池添 謙一西山 茂行氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 454＋ 41：10．0 1．4�
22 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± 01：10．21� 3．0�

77 アルコローザ 牝2黒鹿 54
52 △秋山 稔樹飯田 良枝氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 448－ 41：10．73 24．5�

66 タガノディパートゥ 牝2青鹿 54
51 ▲小沢 大仁八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430＋ 41：10．91 36．0�
55 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 428－ 41：11．0� 14．6�
33 ソウルフルハート 牝2鹿 54 団野 大成中村 智幸氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 454＋ 21：11．1� 17．5	
44 グレンステラ 牝2黒鹿54 丹内 祐次村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 田中 春美 432－ 61：11．95 51．5


（7頭）

売 得 金
単勝： 33，598，800円 複勝： 51，070，500円 枠連： 発売なし
馬連： 39，020，600円 馬単： 29，574，700円 ワイド： 30，904，100円
3連複： 50，990，400円 3連単： 162，568，500円 計： 397，727，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 220円

ワ イ ド �� 110円 �� 290円 �� 340円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，210円

票 数

単勝票数 計 335988 的中 � 185455（1番人気）
複勝票数 計 510705 的中 � 364253（1番人気）� 75082（2番人気）
馬連票数 計 390206 的中 �� 197964（1番人気）
馬単票数 計 295747 的中 �� 98494（1番人気）
ワイド票数 計 309041 的中 �� 120345（1番人気）�� 18681（6番人気）�� 15016（7番人気）
3連複票数 計 509904 的中 ��� 62919（3番人気）
3連単票数 計1625685 的中 ��� 96705（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―45．8―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 4，1－2（3，6）＝5，7 4 ・（4，1）2（3，6）－（7，5）

勝馬の
紹 介

ニシノタマユラ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 グ ラ ン デ ラ デビュー 2021．6．19 札幌8着

2019．1．22生 牝2黒鹿 母 ニシノステディー 母母 セイウンタカコ 3戦1勝 賞金 6，400，000円

20086 7月25日 曇 良 （3函館1） 第8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

711 キアヌマウナ 牝3鹿 54 黛 弘人�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 494－ 21：47．3 10．8�
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± 01：47．62 3．2�
610 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 462＋ 21：47．7� 15．2�
58 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 488± 01：47．8クビ 4．5�
45 � グレイシャーベイ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真ゴドルフィン 浅見 秀一 愛 Tinnakill
Bloodstock Ltd 458＋ 21：48．01� 6．1	

813 ウォーターボンボン 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 456－101：48．32 4．7

46 ホウオウヴォーヌ 牡3栗 56 西村 淳也小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 81：48．51 39．4�
22 シュプールロイヤル 牡3黒鹿56 団野 大成 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 466± 01：49．24 18．8�
57 ウインジュノー 牝3栗 54 丹内 祐次�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 532＋141：49．41� 34．5
34 ニシノブライアント 牡3青鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 468＋ 4 〃 クビ 104．9�
11 レジスタントスター 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心中西 功氏 新谷 功一 日高 増尾牧場 458＋ 81：49．6� 50．0�
33 ナスノマイスター 	3鹿 56 荻野 琢真�須野牧場 矢野 英一 日高 新井 昭二 494－ 21：49．7� 40．0�
814 ヤエノリバー 牝3青鹿54 横山 和生山本弥恵子氏 小野 次郎 新ひだか 田湯牧場 446＋ 81：50．01� 42．9�
69 ボ タ ニ ス ト 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 日高 白井牧場 B490＋ 81：51．17 282．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，634，500円 複勝： 58，247，600円 枠連： 9，897，700円
馬連： 58，601，500円 馬単： 26，638，500円 ワイド： 57，146，400円
3連複： 105，478，100円 3連単： 105，959，800円 計： 456，604，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 260円 � 150円 � 310円 枠 連（7－7） 1，910円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，390円 �� 850円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 26，410円

票 数

単勝票数 計 346345 的中 � 25573（5番人気）
複勝票数 計 582476 的中 � 52638（5番人気）� 128050（1番人気）� 40336（6番人気）
枠連票数 計 98977 的中 （7－7） 3996（7番人気）
馬連票数 計 586015 的中 �� 26601（6番人気）
馬単票数 計 266385 的中 �� 4884（15番人気）
ワイド票数 計 571464 的中 �� 30325（3番人気）�� 10074（15番人気）�� 17107（10番人気）
3連複票数 計1054781 的中 ��� 15402（15番人気）
3連単票数 計1059598 的中 ��� 2908（74番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―12．6―13．0―12．8―12．6―12．3―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―31．1―44．1―56．9―1：09．5―1：21．8―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キアヌマウナ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2020．11．22 東京12着

2018．4．25生 牝3鹿 母 ルヴァンクレール 母母 Loch Clair 9戦1勝 賞金 10，010，000円
〔3走成績による出走制限〕 ボタニスト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月25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） 1頭 メイショウムート号
（非抽選馬） 5頭 コンフィアンス号・シゲルダイナミック号・バクシンクイン号・ハットハート号・ブッシュドノエル号

第１回 函館競馬 第８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



20087 7月25日 曇 良 （3函館1） 第8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

22 トミケンカラバティ 牡3鹿 56 横山 武史佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 442± 0 59．3 6．9�
812 ゴールドフィンガー 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 464＋ 6 〃 クビ 3．4�
68 アイヴォリーアイ 牝3芦 54 吉田 隼人 �京都ホースレーシング 坂口 智康 日高 ナカノファーム 482－ 4 59．82� 6．3�
79 ビナサクセス 牡3栗 56 岩田 康誠井之口二三雄氏 森 秀行 新冠 プログレスファーム 472＋ 61：00．22� 19．8�
56 ハクサンタマテバコ 牝3栗 54 丹内 祐次河﨑 五市氏 武藤 善則 新ひだか 田湯牧場 444－ 2 〃 クビ 20．0�
811 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 454－ 81：00．3� 15．5	
11 トップシンデレラ 牝3黒鹿 54

52 △秋山 稔樹平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 462± 01：00．4クビ 138．9

67 タマモアンドロメダ 牡3黒鹿56 横山 和生タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 508＋10 〃 クビ 2．9�
55 ヴァルプルギス 牡3鹿 56 団野 大成田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 440－ 21：00．5クビ 142．3�
33 スマートエミネンス 牡3芦 56

53 ▲小沢 大仁大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 446＋ 21：00．6� 10．8
710 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 484－ 2 〃 クビ 51．5�
44 ニシノカムイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 田上 徹 460－121：01．77 38．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，743，400円 複勝： 63，366，300円 枠連： 12，701，200円
馬連： 68，902，700円 馬単： 32，160，000円 ワイド： 66，287，300円
3連複： 114，935，100円 3連単： 130，666，800円 計： 534，762，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 150円 � 240円 枠 連（2－8） 820円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 380円 �� 620円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 14，570円

票 数

単勝票数 計 457434 的中 � 52337（4番人気）
複勝票数 計 633663 的中 � 82697（3番人気）� 128564（2番人気）� 58741（5番人気）
枠連票数 計 127012 的中 （2－8） 11877（3番人気）
馬連票数 計 689027 的中 �� 45085（3番人気）
馬単票数 計 321600 的中 �� 9515（9番人気）
ワイド票数 計 662873 的中 �� 47140（2番人気）�� 26458（8番人気）�� 28467（7番人気）
3連複票数 計1149351 的中 ��� 37671（5番人気）
3連単票数 計1306668 的中 ��� 6499（36番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．9―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―35．0―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンカラバティ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 Pulpit デビュー 2020．10．24 東京9着

2018．4．20生 牡3鹿 母 ペ イ ド リ ン 母母 Sun Princessa 9戦1勝 賞金 10，720，000円
〔制裁〕 ゴールドフィンガー号の騎手水口優也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 スエヒロヴァン号・デファイグラビティ号・フェスティヴポン号

20088 7月25日 晴 良 （3函館1） 第8日 第4競走 ��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

611 ゼンダンピューマ �3栗 56 勝浦 正樹渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 454± 02：02．6 14．0�
59 � レイトンヒル 牡3鹿 56 西村 淳也ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Corrin Stud &

Upper Farm Stud 504＋ 22：02．7� 30．1�
510� ヒアーズトゥライフ 牡3鹿 56 横山 武史吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 英 Shadai Farm 490－ 2 〃 クビ 6．9�
47 ビューティーウェイ 牝3栗 54 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 ハナ 5．7�
714 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 476＋ 22：02．8� 2．3�
12 ク オ ン タ ム 牝3芦 54 水口 優也�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 438－ 2 〃 クビ 22．7	
23 シーチェンジ 牝3栗 54 横山 和生吉田 晴哉氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418± 0 〃 ハナ 12．1

816 マリノアルカディア 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 448＋ 42：03．0� 46．8�
612 プ リ エ ー ル 牝3鹿 54 菱田 裕二水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 420＋ 62：03．31� 65．0
11 ブリングトゥライフ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁�G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 476± 0 〃 ハナ 44．9�
48 フェイトリッパー 牡3鹿 56 池添 謙一鈴木 康弘氏 新谷 功一 新ひだか 武 牧場 474＋ 6 〃 クビ 14．3�
815 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 460－ 2 〃 アタマ 33．2�
35 マコトオテギネ 牝3黒鹿54 丹内 祐次�ディアマント 	島 一歩 浦河 辻 牧場 398－ 42：03．4クビ 280．2�
24 ヤマノグリッターズ 牡3黒鹿56 黛 弘人澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 496＋ 42：03．72 56．9�
713 ガ ガ ク 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻 哲英 新冠 飛渡牧場 428＋12 〃 アタマ 171．1�
36 � ヒノシタカイザン 牡3鹿 56 藤岡 佑介�山紫水明 中内田充正 仏

Ecurie des Mon-
ceaux Ecurie
Skymarc Farm

488± 02：04．65 10．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，334，100円 複勝： 68，270，700円 枠連： 12，232，900円
馬連： 66，021，200円 馬単： 30，270，500円 ワイド： 70，039，800円
3連複： 113，622，100円 3連単： 116，910，600円 計： 520，701，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 370円 � 930円 � 280円 枠 連（5－6） 3，750円

馬 連 �� 20，790円 馬 単 �� 39，550円

ワ イ ド �� 6，480円 �� 1，340円 �� 3，940円

3 連 複 ��� 49，030円 3 連 単 ��� 371，750円

票 数

単勝票数 計 433341 的中 � 24735（6番人気）
複勝票数 計 682707 的中 � 49827（5番人気）� 16990（10番人気）� 72115（3番人気）
枠連票数 計 122329 的中 （5－6） 2524（15番人気）
馬連票数 計 660212 的中 �� 2461（50番人気）
馬単票数 計 302705 的中 �� 574（95番人気）
ワイド票数 計 700398 的中 �� 2740（59番人気）�� 13823（13番人気）�� 4537（45番人気）
3連複票数 計1136221 的中 ��� 1738（136番人気）
3連単票数 計1169106 的中 ��� 228（914番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．2―13．2―12．8―12．4―11．7―12．0―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．9―49．1―1：01．9―1：14．3―1：26．0―1：38．0―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンダンピューマ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．9 札幌5着

2018．4．10生 �3栗 母 ブレイヴフィート 母母 グローバルフィート 9戦1勝 賞金 8，120，000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） 3頭 グリュレーヴ号・シュトゥルーデル号・バンビーナミノル号
（非抽選馬） 1頭 ナイルローズ号



20089 7月25日 晴 良 （3函館1） 第8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

88 トップキャスト 牝2栗 54 団野 大成�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 428 ―1：48．5 8．6�
44 シンティレーション 牝2黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 454 ―1：49．13� 3．4�
55 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 438 ―1：51．0大差 6．6�
11 ア リ シ ア ン 牝2鹿 54 吉田 隼人広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 木村 秀則 494 ―1：52．06 2．5�
33 メ リ リ ー 牝2鹿 54 坂井 瑠星市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 490 ―1：52．42� 67．0	
22 オ デ ィ ロ ン 牡2鹿 54 池添 謙一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 488 ―1：52．72 5．2

66 ソ ア リ ン グ 牡2鹿 54 勝浦 正樹栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 丸幸小林牧場 500 ―1：53．55 43．4�
77 ビップソリオ 牡2黒鹿54 大野 拓弥鈴木 邦英氏 田島 俊明 洞�湖 レイクヴィラファーム 512 ―1：59．9大差 81．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 51，925，200円 複勝： 40，129，300円 枠連： 発売なし
馬連： 48，291，800円 馬単： 29，619，500円 ワイド： 32，663，100円
3連複： 61，783，300円 3連単： 136，041，900円 計： 400，454，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 220円 � 150円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 370円 �� 530円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 11，890円

票 数

単勝票数 計 519252 的中 � 51200（5番人気）
複勝票数 計 401293 的中 � 41651（5番人気）� 84520（2番人気）� 48629（4番人気）
馬連票数 計 482918 的中 �� 30948（7番人気）
馬単票数 計 296195 的中 �� 8228（16番人気）
ワイド票数 計 326631 的中 �� 23137（6番人気）�� 14936（10番人気）�� 23628（5番人気）
3連複票数 計 617833 的中 ��� 24669（9番人気）
3連単票数 計1360419 的中 ��� 8290（53番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．9―12．1―12．1―11．8―11．8―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．0―48．1―1：00．2―1：12．0―1：23．8―1：35．5

コーナー
通過順位

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

2
4
8，1－2，4，5，3，6＝7
8－4，1，5－2＝3－6＝7

勝馬の
紹 介

トップキャスト 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Thunder Gulch 初出走

2019．2．22生 牝2栗 母 トップライナーⅡ 母母 To the Hunt 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 トップキャスト号は，発走地点で馬装整備。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 トップキャスト号の調教師高橋康之は，馬装（銜の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップソリオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月25日まで平地競走に

出走できない。

20090 7月25日 晴 良 （3函館1） 第8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

811 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± 0 59．5 4．4�
11 プリティインピンク 牝3黒鹿 52

50 △秋山 稔樹新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 418＋10 〃 アタマ 10．4�
78 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 442＋ 2 59．6� 3．8�
33 イマジンヨウコ 牝3鹿 52

51 ☆泉谷 楓真薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 B456－ 4 59．81� 5．4�
67 サーストンネイジュ 牝5芦 55 団野 大成玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 488± 0 〃 ハナ 10．8�
79 � 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

532＋ 6 〃 アタマ 8．3�
66 メイショウゼッケイ 牝5栗 55

52 ▲西谷 凜松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 430＋ 2 59．9クビ 45．4	
55 	 カテドラルロック 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大ライオンレースホース
 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 432＋ 81：00．0� 74．7�
44 	 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 496＋ 41：00．21� 8．7�
22 	 フ ロ イ デ 
6栗 57

55 △山田 敬士岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B498＋ 61：00．73 11．8

810 ダ ウ ラ ギ リ 牡4芦 57
53 ★永島まなみ �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 506＋ 81：01．01� 27．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，018，200円 複勝： 60，685，300円 枠連： 9，265，600円
馬連： 66，788，800円 馬単： 29，264，000円 ワイド： 56，055，100円
3連複： 96，610，600円 3連単： 117，122，400円 計： 478，810，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 330円 � 150円 枠 連（1－8） 2，540円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 440円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 40，880円

票 数

単勝票数 計 430182 的中 � 77865（2番人気）
複勝票数 計 606853 的中 � 88230（2番人気）� 37323（8番人気）� 121109（1番人気）
枠連票数 計 92656 的中 （1－8） 2827（11番人気）
馬連票数 計 667888 的中 �� 12653（21番人気）
馬単票数 計 292640 的中 �� 3448（31番人気）
ワイド票数 計 560551 的中 �� 9496（24番人気）�� 35411（2番人気）�� 10953（20番人気）
3連複票数 計 966106 的中 ��� 12447（23番人気）
3連単票数 計1171224 的中 ��� 2077（166番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．5―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ツ キ マ ス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2019．9．29 中山3着

2017．3．30生 牝4鹿 母 ウォンビーロング 母母 タイフウジョオー 18戦2勝 賞金 25，860，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 プリティインピンク号の騎手秋山稔樹は，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：4番）



20091 7月25日 晴 良 （3函館1） 第8日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：45．7
1：43．8

良
良

22 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± 01：47．8 2．0�
33 ウイングリュック 牡3青鹿54 丹内 祐次�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 81：48．33 23．5�
79 アドマイヤリーブラ 牡5栗 57 国分 恭介近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480－ 41：48．51� 118．9�
66 デルマアシュラ 牡3青 54 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 420＋101：48．92� 5．2�
11 ビジューブリランテ 牡3栗 54 団野 大成 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 アタマ 7．1	
44 スプリッツァー 牡4栗 57 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 480＋ 41：49．11� 35．9

810� アメジストヴェイグ 牡5黒鹿 57

55 △秋山 稔樹成富 直行氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 504－ 21：49．2クビ 168．3�
67 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 B454＋ 41：49．52 189．0�
78 
 ピエドラアギーラ 牡3鹿 54 武 豊ゴドルフィン 小崎 憲 愛

Irish National
Stud Mare
Syndicate

470± 0 〃 アタマ 3．5
811 クリノブレーヴ 牡4鹿 57

54 ▲西谷 凜栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム B448＋ 41：49．81� 98．4�
55 ア ミ ー ク ス 牝4鹿 55 吉田 隼人 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 448－ 41：50．11� 17．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，448，300円 複勝： 63，180，300円 枠連： 8，688，200円
馬連： 54，048，000円 馬単： 31，532，600円 ワイド： 51，320，600円
3連複： 88，155，800円 3連単： 156，039，200円 計： 496，413，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 470円 � 1，020円 枠 連（2－3） 2，760円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，520円 �� 9，080円

3 連 複 ��� 26，170円 3 連 単 ��� 88，580円

票 数

単勝票数 計 434483 的中 � 165639（1番人気）
複勝票数 計 631803 的中 � 262502（1番人気）� 22585（7番人気）� 9498（8番人気）
枠連票数 計 86882 的中 （2－3） 2434（9番人気）
馬連票数 計 540480 的中 �� 15500（8番人気）
馬単票数 計 315326 的中 �� 6124（13番人気）
ワイド票数 計 513206 的中 �� 12855（11番人気）�� 5214（19番人気）�� 1416（38番人気）
3連複票数 計 881558 的中 ��� 2526（49番人気）
3連単票数 計1560392 的中 ��� 1277（175番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．7―47．6―59．6―1：11．5―1：23．4―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレミアエンブレム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．11．14 東京2着

2018．2．6生 牝3鹿 母 メジャーエンブレム 母母 キャッチータイトル 6戦2勝 賞金 21，800，000円

20092 7月25日 晴 良 （3函館1） 第8日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）

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

813 サヴァビアン 牡3栗 54 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 21：45．9 2．0�
11 ラ ル フ 牡3栗 54 団野 大成�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 472－ 4 〃 クビ 14．4�
45 タイセイシェダル 牡3栗 54 吉田 隼人田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 448－101：46．0クビ 8．2�
34 シンヨモギネス 牡3鹿 54 菱田 裕二岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B474＋ 4 〃 クビ 14．3�
712 グッドリドゥンス 牡4栗 57 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 484＋ 61：46．1� 39．3�
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 430＋ 21：46．3� 3．5	
711� ブロッコリー 牡6鹿 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 488＋ 21：47．47 20．2

58 � 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 448＋ 21：47．93 107．2�
814 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 490＋ 21：48．0� 31．6�
69 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 490＋ 21：48．42� 27．5

22 ニ ー ヨ ル 牡3栗 54 横山 和生 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 浦河 中村 雅明 472＋101：49．46 25．3�
33 � キットサクラサク 牡4栗 57 丹内 祐次塩川 和則氏 伊坂 重信 浦河 久保 昇 468＋ 41：49．82� 81．9�
46 � バンディエラ 牡5栗 57

55 △秋山 稔樹�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 松本 信行 B520± 01：49．9クビ 77．7�
（13頭）

610 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 58，877，800円 複勝： 68，209，200円 枠連： 14，851，100円
馬連： 91，945，800円 馬単： 46，836，600円 ワイド： 82，560，500円
3連複： 145，936，100円 3連単： 212，158，600円 計： 721，375，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 290円 � 210円 枠 連（1－8） 1，690円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 540円 �� 450円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 11，750円

票 数

単勝票数 計 588778 的中 � 231382（1番人気）
複勝票数 計 682092 的中 � 168384（2番人気）� 49005（5番人気）� 75229（3番人気）
枠連票数 計 148511 的中 （1－8） 6808（7番人気）
馬連票数 計 919458 的中 �� 45560（4番人気）
馬単票数 計 468366 的中 �� 15661（5番人気）
ワイド票数 計 825605 的中 �� 40102（4番人気）�� 48560（3番人気）�� 17968（15番人気）
3連複票数 計1459361 的中 ��� 34250（7番人気）
3連単票数 計2121586 的中 ��� 13085（26番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―12．0―12．5―12．6―12．4―12．6―12．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―30．1―42．6―55．2―1：07．6―1：20．2―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サヴァビアン �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2020．8．15 新潟4着

2018．5．11生 牡3栗 母 アンローランサン 母母 キョウエイアン 11戦2勝 賞金 17，080，000円
〔出走取消〕 イグナーツ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
※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 ラズルダズル号



20093 7月25日 晴 良 （3函館1） 第8日 第9競走 ��2，000�
ほっかい

北海ハンデキャップ
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス，2．7．25以降3．7．18まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 エンデュミオン 牡4黒鹿55 横山 武史�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 458－101：59．9 4．1�
11 モリノカンナチャン 牝3鹿 51 団野 大成森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 442－ 22：00．0� 3．5�
44 � プ ロ ー ス 牡5栗 55 西村 淳也髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B514＋ 2 〃 アタマ 21．6�
33 プライムフェイズ 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468± 02：00．21� 5．6�
812 マリノソフィア 牝4黒鹿53 黛 弘人矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 456＋ 62：00．3� 22．3�
811 アナザーラブソング 牡5栗 55 坂井 瑠星市川義美ホール

ディングス	 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 490± 02：00．51 17．7

56 ロードトゥフェイム 牡3鹿 53 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 4 〃 アタマ 12．7�
68 メイショウカクウン 牡6青鹿54 横山 和生松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 460－ 2 〃 クビ 12．0�
67 インペリアルフィズ 牡7栗 54 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B478－ 22：00．71� 20．2
79 エールブラーヴ 牡4黒鹿55 池添 謙一佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 478－142：01．33� 22．9�
55 サトノゴールド �4芦 54 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± 02：01．4クビ 86．5�
710 タ ガ ノ カ イ 牡3黒鹿54 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－14 〃 クビ 6．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 60，139，300円 複勝： 92，533，900円 枠連： 19，196，200円
馬連： 118，182，200円 馬単： 45，764，900円 ワイド： 95，758，000円
3連複： 194，036，400円 3連単： 226，743，600円 計： 852，354，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 170円 � 470円 枠 連（1－2） 870円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，860円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 6，030円 3 連 単 ��� 26，040円

票 数

単勝票数 計 601393 的中 � 115111（2番人気）
複勝票数 計 925339 的中 � 152065（2番人気）� 162522（1番人気）� 38781（10番人気）
枠連票数 計 191962 的中 （1－2） 16928（1番人気）
馬連票数 計1181822 的中 �� 107447（1番人気）
馬単票数 計 457649 的中 �� 17851（3番人気）
ワイド票数 計 957580 的中 �� 63428（1番人気）�� 12510（31番人気）�� 15869（22番人気）
3連複票数 計1940364 的中 ��� 24107（18番人気）
3連単票数 計2267436 的中 ��� 6311（64番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．1―12．2―11．9―11．8―11．7―11．8―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．9―48．1―1：00．0―1：11．8―1：23．5―1：35．3―1：47．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンデュミオン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．12．7 中山3着

2017．3．1生 牡4黒鹿 母 ヒラボクビジン 母母 オリジナルスピン 16戦3勝 賞金 56，172，000円

20094 7月25日 晴 良 （3函館1） 第8日 第10競走 ��
��1，200�

た ち ま ち み さ き

立 待 岬 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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．0

良
良

56 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 B512＋101：08．7 3．6�
69 � 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± 01：08．91	 4．3�
22 
 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＋ 21：09．0� 6．8�
45 タイセイトレンディ �6青鹿57 坂井 瑠星田中 成奉氏 田中 克典 新ひだか タイヘイ牧場 472± 01：09．21 44．8�
710 プ レ ト リ ア �6鹿 57 横山 武史多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 466－ 2 〃 アタマ 10．7�
57 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 502＋10 〃 	 3．6	
11 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 452＋ 81：09．3	 68．8

711 ダノンハイパワー �7黒鹿57 菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 496－241：09．4	 37．3�
68 オウケンドーン �5鹿 57 横山 和生福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B480－12 〃 アタマ 47．3�
812
 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 494＋101：09．61 17．0�
33 ピースユニヴァース 牡6鹿 57 武 豊久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 504＋ 61：09．91� 15．0�
44 
 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＋ 41：10．43 139．1�
813 ハヤブサペコムスメ 牝4栗 55 丹内 祐次武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 474＋ 61：12．010 73．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 68，478，700円 複勝： 97，275，300円 枠連： 26，564，500円
馬連： 152，780，200円 馬単： 59，967，700円 ワイド： 110，444，500円
3連複： 233，022，000円 3連単： 288，695，700円 計： 1，037，228，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 160円 � 200円 枠 連（5－6） 360円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 340円 �� 470円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 6，640円

票 数

単勝票数 計 684787 的中 � 150290（2番人気）
複勝票数 計 972753 的中 � 148706（3番人気）� 165779（2番人気）� 119511（4番人気）
枠連票数 計 265645 的中 （5－6） 55729（1番人気）
馬連票数 計1527802 的中 �� 130103（3番人気）
馬単票数 計 599677 的中 �� 25935（5番人気）
ワイド票数 計1104445 的中 �� 87231（2番人気）�� 59008（4番人気）�� 56227（5番人気）
3連複票数 計2330220 的中 ��� 110249（3番人気）
3連単票数 計2886957 的中 ��� 31476（10番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．3―11．5―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．0―45．5―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 6（5，9）（1，8）－（2，13，7）（10，11，3）－（4，12） 4 6，9，5（1，8，2）7，10，3（11，12）（4，13）

勝馬の
紹 介

ノクターンノーツ �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 War Front デビュー 2019．8．10 小倉6着

2017．3．7生 牝4鹿 母 サマーソワレ 母母 Mazel Tov 11戦3勝 賞金 33，193，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 ピースユニヴァース号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハヤブサペコムスメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月25日まで平

地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ピースユニヴァース号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年9月25日まで出走できない。
※ハヤブサペコムスメ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



20095 7月25日 晴 良 （3函館1） 第8日 第11競走 ��1，700�U H B 杯
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，2．7．25以降3．7．18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

北海道文化放送賞（1着）
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

712 ロジペルレスト �6栗 53 泉谷 楓真久米田正明氏 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 512＋ 81：44．8 88．0�
45 アルーフクライ �7鹿 55 西村 淳也 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 484＋ 81：45．22� 13．9�
33 グラスブルース 牡7鹿 54 岩田 康誠半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B520－ 21：45．3クビ 22．1�
11 ゼノヴァース 牡4鹿 55 団野 大成�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 460－ 21：45．51� 10．3�
58 デルマオニキス 牡4芦 54 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 486＋ 81：45．7� 27．3	
46 ペイシャキュウ 牝5鹿 54 秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 444± 0 〃 クビ 4．4

814 ボンオムトゥック 牝4芦 52 菱田 裕二窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B472± 01：45．91 7．8�
711 ライジングドラゴン 牡6芦 55 吉田 隼人鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 444－ 4 〃 クビ 10．3�
69 ハギノリュクス 牝4黒鹿55 藤岡 佑介日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 01：46．11� 2．5
610 シゲルタイタン 牡4鹿 54 菊沢 一樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 484＋ 21：46．2� 13．1�
34 ケルティックソード 牡8栗 54 亀田 温心吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 500± 01：47．05 40．7�
22 ローレルリーベ 牡7栗 53 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム B526－ 2 〃 ハナ 107．8�
57 シ ベ リ ウ ス 牡8栗 53 丹内 祐次浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B470± 0 〃 アタマ 115．5�
813 ホッコーライデン 牡7黒鹿55 松田 大作北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 522－ 61：47．1クビ 48．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 118，045，100円 複勝： 144，491，400円 枠連： 62，230，000円
馬連： 317，252，100円 馬単： 121，797，800円 ワイド： 206，729，400円
3連複： 563，423，200円 3連単： 704，397，800円 計： 2，238，366，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，800円 複 勝 � 1，990円 � 380円 � 640円 枠 連（4－7） 1，580円

馬 連 �� 48，970円 馬 単 �� 114，180円

ワ イ ド �� 10，390円 �� 17，120円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 233，200円 3 連 単 ��� 2，259，680円

票 数

単勝票数 計1180451 的中 � 10728（12番人気）
複勝票数 計1444914 的中 � 17508（12番人気）� 109090（6番人気）� 59878（8番人気）
枠連票数 計 622300 的中 （4－7） 30439（8番人気）
馬連票数 計3172521 的中 �� 5020（68番人気）
馬単票数 計1217978 的中 �� 800（145番人気）
ワイド票数 計2067294 的中 �� 5111（66番人気）�� 3092（82番人気）�� 18377（33番人気）
3連複票数 計5634232 的中 ��� 1812（272番人気）
3連単票数 計7043978 的中 ��� 226（1761番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．6―12．7―12．6―12．0―12．3―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．5―42．2―54．8―1：06．8―1：19．1―1：31．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

ロジペルレスト �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 Aldebaran デビュー 2018．2．4 東京7着

2015．4．28生 �6栗 母 ペルレストラーダ 母母 ドーニングストーム 20戦4勝 賞金 54，492，000円
※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） 6頭 エクレアスパークル号・オレンジペコ号・サンライズナイト号・デッドアヘッド号・ルコントブルー号・

ワイドソロモン号

20096 7月25日 晴 良 （3函館1） 第8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

44 クインズセージ 牝3鹿 52
49 ▲小林 凌大 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新冠 新冠橋本牧場 506＋ 21：09．5 6．1�

67 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 488＋ 2 〃 アタマ 1．9�
22 タイセイレフィーノ 牝4鹿 55

53 △秋山 稔樹田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 474－ 4 〃 アタマ 17．8�
79 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－ 21：09．92� 73．5�
78 � ハッピーホンコン 牡3栗 54 菱田 裕二会田 裕一氏 田中 淳司 浦河 ディアレスト

クラブ 440＋ 21：10．1� 12．8�
（北海道）

55 ジ ャ ガ ー ド 牡3芦 54
53 ☆亀田 温心栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 418± 0 〃 アタマ 28．1	

810 キョウエイロナ 牝3鹿 52 丹内 祐次田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 428＋ 41：10．31	 134．4

33 
 クローリスノキセキ 牝3鹿 52 大野 拓弥嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 岡田牧場 446＋ 61：10．4クビ 11．1�
11 ジュノエスク 牝3鹿 52

49 ▲小沢 大仁吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 456＋ 41：10．61� 8．3�
811 ムーンティアーズ 牝3黒鹿52 横山 武史 キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 422－ 41：10．81	 6．1�
66 レムリアンシード 牡4芦 57

53 ★永島まなみ田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 446＋ 21：11．01	 142．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 93，567，400円 複勝： 127，905，400円 枠連： 24，266，800円
馬連： 165，422，500円 馬単： 86，580，500円 ワイド： 124，411，600円
3連複： 251，740，900円 3連単： 465，018，300円 計： 1，338，913，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 160円 � 110円 � 280円 枠 連（4－6） 490円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，050円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 12，920円

票 数

単勝票数 計 935674 的中 � 122323（2番人気）
複勝票数 計1279054 的中 � 153214（2番人気）� 594569（1番人気）� 61883（7番人気）
枠連票数 計 242668 的中 （4－6） 37808（1番人気）
馬連票数 計1654225 的中 �� 235313（1番人気）
馬単票数 計 865805 的中 �� 44922（6番人気）
ワイド票数 計1244116 的中 �� 158233（1番人気）�� 26452（14番人気）�� 63570（6番人気）
3連複票数 計2517409 的中 ��� 82208（8番人気）
3連単票数 計4650183 的中 ��� 26094（48番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．8―11．4―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズセージ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．9．13 中山14着

2018．2．24生 牝3鹿 母 ネ ネ グ ー ス 母母 サンスプリング 8戦2勝 賞金 16，000，000円
〔その他〕 クインズセージ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クインズセージ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年8月25日まで出走できない。

４レース目



（3函館1）第8日 7月25日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 142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
5，620，000円
22，830，000円
1，200，000円
20，530，000円
61，567，000円
3，905，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
694，810，800円
935，365，200円
199，894，200円
1，247，257，400円
570，007，300円
984，320，400円
2，019，734，000円
2，822，323，200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 9，473，712，500円

総入場人員 1，083名 （有料入場人員 953名）
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