
16121 7月16日 曇 稍重 （4函館1） 第11日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走9時50分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．3
1：44．5

良
良

55 サンライズフォルス 牡2栗 54 丸山 元気�ライフハウス 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 486－ 81：54．6 1．5�
11 ニシノシャイニング 牡2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 村上 欽哉 444－ 21：54．81 18．8�
22 ア オ ラ キ 牡2白 54 池添 謙一石井 輝昭氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 444± 01：54．9� 3．2�
44 ダイヤノジャック 牝2栗 54 �島 克駿�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 454＋101：55．64 10．2�
33 サノノビスケッツ 牡2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹佐野 信幸氏 蛯名 利弘 浦河 �川フアーム 444＋ 61：55．91� 103．3�
66 ジューンナックル 牡2黒鹿54 横山 和生吉川 潤氏 小桧山 悟 新ひだか 岡田牧場 444－ 2 〃 クビ 14．3	
77 シャイナライ 牝2鹿 54 黛 弘人
ミルファーム 宗像 義忠 新ひだか 田中 裕之 434＋ 2 〃 クビ 47．0�
88 フレンドキング 牡2青鹿 54

51 ▲横山 琉人横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 438－ 62：02．9大差 37．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 30，739，300円 複勝： 68，205，400円 枠連： 発売なし
馬連： 33，737，300円 馬単： 22，745，700円 ワイド： 28，569，900円
3連複： 48，793，100円 3連単： 106，625，700円 計： 339，416，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 410円 �� 120円 �� 430円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 4，260円

票 数

単勝票数 計 307393 的中 � 156427（1番人気）
複勝票数 計 682054 的中 � 477160（1番人気）� 16896（5番人気）� 107621（2番人気）
馬連票数 計 337373 的中 �� 16619（6番人気）
馬単票数 計 227457 的中 �� 8416（7番人気）
ワイド票数 計 285699 的中 �� 12964（6番人気）�� 92484（1番人気）�� 12213（7番人気）
3連複票数 計 487931 的中 ��� 47254（3番人気）
3連単票数 計1066257 的中 ��� 18126（14番人気）

ハロンタイム 13．1―12．6―13．3―13．4―12．7―12．7―12．5―12．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．7―39．0―52．4―1：05．1―1：17．8―1：30．3―1：42．7

コーナー
通過順位

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

2
4
3，5（1，6）2，4，7，8・（3，5）（1，2，6）4，7＝8

勝馬の
紹 介

サンライズフォルス 
�
父 マ ク フ ィ 

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．6．19 函館3着

2020．2．1生 牡2栗 母 ア ン セ ミ ス 母母 ホワイトヴェール 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンドキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月16日まで平地競走

に出走できない。

16122 7月16日 曇 稍重 （4函館1） 第11日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

814 ル チ ア 牝3鹿 54 横山 武史�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492－ 41：48．1 3．7�

11 ベガスバケーション 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 432＋ 2 〃 クビ 9．3�
33 エピファニアペスカ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 466－101：48．63 5．4�
711 ベッラアルバ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 456－ 21：48．7� 4．1�
34 デルマニンフ 牝3鹿 54 川島 信二浅沼 廣幸氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 400－ 61：49．01� 51．1	
22 ピッコロバンビーナ 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二谷口 祐人氏 村田 一誠 新冠 守矢牧場 B442＋ 6 〃 クビ 44．6

46 コルティーナ 牝3黒鹿54 �島 克駿 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 同着 4．9�
813 シゲルハナミザケ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人森中 蕃氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 464± 01：49．1� 32．8�
69 テーオーシャンス 牝3鹿 54 菱田 裕二小笹 公也氏 吉岡 辰弥 日高 ヤナガワ牧場 418－ 21：49．41� 62．5
45 ホヲユイットウ 牝3黒鹿54 斎藤 新村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 414－ 21：49．5� 33．9�
57 ユ イ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 438－ 41：49．71� 9．8�
610 コスモパンドラ 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 41：50．23 166．5�
58 キョウエイパーリオ 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 494＋ 81：51．05 47．0�
（13頭）

712 シーズマイホープ 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大山口功一郎氏 尾関 知人 新ひだか ヒサイファーム 442－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，889，200円 複勝： 50，711，800円 枠連： 7，720，900円
馬連： 44，983，400円 馬単： 19，941，800円 ワイド： 48，322，900円
3連複： 72，190，400円 3連単： 73，498，000円 計： 346，258，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 210円 � 170円 枠 連（1－8） 1，910円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 810円 �� 460円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 15，760円

票 数

単勝票数 差引計 288892（返還計 1350） 的中 � 62266（1番人気）
複勝票数 差引計 507118（返還計 3420） 的中 � 103824（1番人気）� 54264（5番人気）� 75697（4番人気）
枠連票数 差引計 77209（返還計 250） 的中 （1－8） 3117（8番人気）
馬連票数 差引計 449834（返還計 7179） 的中 �� 16035（8番人気）
馬単票数 差引計 199418（返還計 2998） 的中 �� 4348（13番人気）
ワイド票数 差引計 483229（返還計 10795） 的中 �� 14988（10番人気）�� 28572（4番人気）�� 14668（12番人気）
3連複票数 差引計 721904（返還計 26310） 的中 ��� 17517（8番人気）
3連単票数 差引計 734980（返還計 23248） 的中 ��� 3381（40番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．6―13．0―13．1―12．6―12．5―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―31．0―44．0―57．1―1：09．7―1：22．2―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル チ ア �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．1．16 中山5着

2019．3．24生 牝3鹿 母 エ レ ー デ 母母 ローブデコルテ 7戦1勝 賞金 12，100，000円
〔競走除外〕 シーズマイホープ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 デルマニンフ号の騎手川島信二は，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：9番・13番・7番・

5番）

第１回 函館競馬 第１１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



16123 7月16日 曇 稍重 （4函館1） 第11日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時55分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：05．8

良
良

12 シンゼンコイチャン 牝3鹿 54 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 462＋121：10．9 16．5�

48 ワ ン リ オ ン 牡3青鹿 56
53 ▲横山 琉人河村 祥史氏 牧浦 充徳 日高 川端 正博 490－ 4 〃 ハナ 4．6�

510 イ ラ ー レ 牝3栗 54 武 豊�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 426＋ 21：11．0クビ 2．4�

713 タマモペアリング 牝3鹿 54
52 △角田 大和タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 464＋ 61：11．21� 10．6�

23 ステラフィオーレ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介ホシノレーシング 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 6 〃 ハナ 121．7�
47 ファイアーコード 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅岡田 牧雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 424＋ 21：11．41� 315．2	
59 コスモサルム 牡3栗 56 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム B466－ 21：11．6� 16．3�
612 ショウナンタイジュ 牡3青鹿56 丸山 元気国本 哲秀氏 嘉藤 貴行 日高 中原牧場 478－10 〃 ハナ 5．3�
35 エスティメート 牡3栗 56 黛 弘人
ミルファーム 加藤 和宏 浦河 猿橋 義昭 462－ 21：11．81� 176．8
11 ハッピーノリクン 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大足立 範子氏 鈴木 伸尋 新ひだか タイヘイ牧場 B438＋ 2 〃 クビ 27．1�
815 ヒロシゲパール 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太
ウエストヒルズ 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 B480－ 21：11．9� 10．1�
611� マーナーパス 牡3鹿 56 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Tinnakill

Bloodstock 472－ 41：12．11� 99．7�
36 アルファロッソ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂�貴悦 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 442－ 21：12．41� 184．4�
816 フェデフルール 牝3鹿 54 荻野 琢真 
コスモヴューファーム 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 448＋201：13．03� 127．7�
24 � ゴールデンベリル 牝3鹿 52 斎藤 新 
ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 豪 Twin

Palms Stud B440－ 81：13．1� 24．4�
714 スリーエクセレント 牡3黒鹿56 吉田 隼人青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B480－ 61：13．84 171．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，459，900円 複勝： 47，051，900円 枠連： 7，625，100円
馬連： 41，979，700円 馬単： 20，239，200円 ワイド： 44，926，300円
3連複： 68，399，000円 3連単： 72，954，700円 計： 333，635，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 290円 � 140円 � 110円 枠 連（1－4） 1，860円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 11，000円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 620円 �� 220円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 25，470円

票 数

単勝票数 計 304599 的中 � 14724（7番人気）
複勝票数 計 470519 的中 � 25638（6番人気）� 89756（2番人気）� 144466（1番人気）
枠連票数 計 76251 的中 （1－4） 3173（8番人気）
馬連票数 計 419797 的中 �� 7067（15番人気）
馬単票数 計 202392 的中 �� 1379（35番人気）
ワイド票数 計 449263 的中 �� 9385（14番人気）�� 17061（7番人気）�� 62038（1番人気）
3連複票数 計 683990 的中 ��� 21384（6番人気）
3連単票数 計 729547 的中 ��� 2076（73番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．5―11．6―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．5―46．1―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 13，7（1，12）（2，9）（8，6，10，15）4（5，11）3－（14，16） 4 ・（13，7）1（2，12）（8，9，10，15）（5，6，11）（4，3）－16，14

勝馬の
紹 介

シンゼンコイチャン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングズベスト デビュー 2021．12．12 阪神10着

2019．4．28生 牝3鹿 母 シンゼンクイーン 母母 キョウエイフルハム 7戦1勝 賞金 6，240，000円
〔3走成績による出走制限〕 マーナーパス号・アルファロッソ号・スリーエクセレント号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年

9月16日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピースキーパー号
（非抽選馬） 1頭 ウォータージーニー号

16124 7月16日 小雨 稍重 （4函館1） 第11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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

814� ワンダフルヘヴン 牝3青鹿54 菱田 裕二�レッドマジック久保田貴士 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

B486－ 41：45．7 1．8�
712 アトランティス 牡3鹿 56 岩田 康誠山口功一郎氏 安田 翔伍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：46．55 12．7�
57 レオプレシード 牡3鹿 56 丹内 祐次�レオ 小手川 準 平取 オークツリー

ファーム 516＋ 21：46．71� 16．1�
11 ミルトイグニス 牡3黒鹿56 斎藤 新永山 勝敏氏 武市 康男 浦河 赤田牧場 506＋ 41：47．55 5．5�
46 テイエムビシャモン 牡3黒鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 B492＋ 21：47．7� 4．1�
58 メ ダ ツ ヤ ツ 牡3栗 56 黛 弘人松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 434－181：47．8� 138．5	
711 モ ー ゲ ン 牡3栗 56 池添 謙一宮田美恵子氏 浜田多実雄 日高 タバタファーム 438－ 41：48．32� 203．9

813 ラッフルズプレース 牡3黒鹿56 丸山 元気保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 B450＋ 21：48．83 91．2�
22 クリノソプラノ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 470－ 81：49．22� 251．4�
69 ブラックオパール 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 61：49．83� 17．6
45 チャコワールド 牡3黒鹿 56

52 ★古川 奈穂中島 俊房氏 	島 一歩 新ひだか 加野牧場 430＋ 21：50．11� 63．2�
34 ケーリエール 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 青森 風ノ丘ファーム 482－101：50．2� 56．9�
33 � フウジンショウジョ 牝3栗 54

52 △角田 大和�レッドマジック田島 俊明 米
John D. Gunther,
Eurowest Bloodstock
& Tony Chedraoui

496± 01：51．47 91．7�
610 オフショアガール 牝3黒鹿54 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 438＋ 61：52．46 80．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，675，600円 複勝： 44，983，300円 枠連： 6，766，700円
馬連： 34，904，200円 馬単： 21，359，000円 ワイド： 37，193，000円
3連複： 57，425，700円 3連単： 79，996，800円 計： 312，304，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 270円 � 340円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 540円 �� 680円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 13，030円

票 数

単勝票数 計 296756 的中 � 129814（1番人気）
複勝票数 計 449833 的中 � 204322（1番人気）� 26991（4番人気）� 19777（5番人気）
枠連票数 計 67667 的中 （7－8） 5478（4番人気）
馬連票数 計 349042 的中 �� 22716（4番人気）
馬単票数 計 213590 的中 �� 8756（5番人気）
ワイド票数 計 371930 的中 �� 18632（4番人気）�� 14108（5番人気）�� 4751（18番人気）
3連複票数 計 574257 的中 ��� 8863（15番人気）
3連単票数 計 799968 的中 ��� 4450（33番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．5―42．8―55．2―1：07．2―1：19．6―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ワンダフルヘヴン �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Storm Cat デビュー 2022．1．5 中山9着

2019．1．29生 牝3青鹿 母 Couture Cat 母母 Runway Model 8戦1勝 賞金 10，700，000円
〔制裁〕 テイエムビシャモン号の騎手古川吉洋は，3コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フウジンショウジョ号・オフショアガール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

8月16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〕 フウジンショウジョ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月16日まで平地競走に出走で

きない。



16125 7月16日 小雨 稍重 （4函館1） 第11日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

611 オウケンムーンアイ 牝3鹿 54 菱田 裕二福井 明氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B428－ 62：04．6 12．8�
12 ダノンフロイデ 牡3黒鹿56 横山 和生�ダノックス 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 470－ 2 〃 クビ 6．0�
815 オ オ キ ニ 牡3鹿 56 藤岡 佑介岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 442－ 82：04．7� 21．8�
35 ジ ェ ト ラ イ 牝3鹿 54

52 △角田 大和 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 三嶋牧場 476＋ 82：04．8� 21．8�
24 ヒルノロワール 牡3鹿 56 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 新ひだか サカイファーム 482－142：05．01� 52．1�
612 マイネルキング 牡3栗 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 2 〃 クビ 7．6	
36 キセキノエンジェル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 飛野牧場 452± 0 〃 ハナ 3．8

23 ム ガ 牝3黒鹿54 古川 吉洋村田 博司氏 大根田裕之 浦河 田中スタッド 464＋ 62：05．1� 67．0�
816 ヴァンデスト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 400＋ 62：05．2クビ 19．5�
59 ウィングローリー 牡3鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太原田 豊氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 458－102：05．41� 14．6
713 ハコダテジョー 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 広大 456－ 42：05．61� 65．4�
47 バ レ ル 牡3青鹿56 �島 克駿 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 浦河 高岸 順一 470± 02：05．7� 7．4�
48 ソレジャートポスト 牡3栗 56 斎藤 新吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 460＋ 22：06．12� 136．3�
714 ボルダーズビーチ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 452＋ 62：06．2� 133．5�
510 スノーホルンロード �3芦 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 480－102：06．41� 58．4�
11 ゲイングラウンド 牡3青鹿56 吉田 隼人 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498－ 82：06．93 5．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，895，400円 複勝： 66，070，100円 枠連： 13，456，400円
馬連： 56，732，800円 馬単： 23，470，800円 ワイド： 63，523，100円
3連複： 100，516，700円 3連単： 96，821，700円 計： 461，487，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 410円 � 250円 � 580円 枠 連（1－6） 630円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 9，450円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 3，120円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 30，840円 3 連 単 ��� 181，380円

票 数

単勝票数 計 408954 的中 � 25535（6番人気）
複勝票数 計 660701 的中 � 40566（8番人気）� 77713（3番人気）� 27336（9番人気）
枠連票数 計 134564 的中 （1－6） 16322（1番人気）
馬連票数 計 567328 的中 �� 10261（16番人気）
馬単票数 計 234708 的中 �� 1861（39番人気）
ワイド票数 計 635231 的中 �� 10682（17番人気）�� 5183（36番人気）�� 8273（25番人気）
3連複票数 計1005167 的中 ��� 2444（98番人気）
3連単票数 計 968217 的中 ��� 387（588番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．3―48．9―1：01．6―1：14．0―1：26．5―1：39．1―1：51．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オウケンムーンアイ �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2021．10．24 東京10着

2019．3．31生 牝3鹿 母 ムーンフェイズ 母母 アフターザサン 6戦1勝 賞金 7，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 ハコダテジョー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月16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 ブレッシングクライ号

16126 7月16日 小雨 稍重 （4函館1） 第11日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12時45分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

813 バ レ ス ト ラ 牝3黒鹿 54
50 ★古川 奈穂 XIAOジャパン 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 474＋ 81：46．3 6．2�

33 シ ャ ン ダ ス 牡3栗 56 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム 456－ 61：47．79 3．8�
11 ヤマニンクイッカー 牡3青鹿56 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 454－ 41：47．91 2．8�
58 セイウンガレオン 牡3黒鹿56 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 中田 英樹 528＋ 21：48．11� 16．7�
69 ニャンチンノン 牡3栗 56

53 ▲西塚 洸二加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 藤春 修二 454± 01：48．31 29．9�
45 シードザブレイク 牡3鹿 56 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド 498＋ 2 〃 ハナ 55．6�
57 ユ リ シ ー ズ �3芦 56 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 454± 01：48．72 82．2	
712 インブリウム 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹 
社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B444－ 21：49．12� 6．3�

814 ナムラハルク 牡3鹿 56
55 ☆泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 490－ 11：49．31� 176．8�

22 ホウオウベリテ 牡3鹿 56 横山 和生小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 41：49．4� 7．9
610 マルカフロンターレ 牡3鹿 56 池添 謙一日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 472－181：49．5クビ 103．5�
34 リーディングラン 牝3栗 54 浜中 俊岡村 善行氏 高橋 文雅 新冠 松木 加代 470＋ 21：50．45 51．1�
46 ロイエンタール 牡3青鹿56 吉田 隼人山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 つつみ牧場 508＋ 41：51．25 66．0�
711 ゴッドスイートビー 牝3鹿 54

52 △角田 大和中西 憲治氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 410± 01：51．94 50．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，464，100円 複勝： 45，110，500円 枠連： 7，070，300円
馬連： 38，856，400円 馬単： 18，284，500円 ワイド： 43，887，600円
3連複： 62，480，300円 3連単： 71，700，100円 計： 318，853，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 130円 � 120円 枠 連（3－8） 1，560円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 490円 �� 410円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 314641 的中 � 40051（3番人気）
複勝票数 計 451105 的中 � 53925（4番人気）� 89615（2番人気）� 116051（1番人気）
枠連票数 計 70703 的中 （3－8） 3492（7番人気）
馬連票数 計 388564 的中 �� 19469（6番人気）
馬単票数 計 182845 的中 �� 4153（14番人気）
ワイド票数 計 438876 的中 �� 20670（6番人気）�� 25733（5番人気）�� 56985（1番人気）
3連複票数 計 624803 的中 ��� 34532（2番人気）
3連単票数 計 717001 的中 ��� 5275（19番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．4―18．6―30．4―42．4―54．5―1：07．0―1：19．7―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ レ ス ト ラ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2022．3．13 中京10着

2019．4．15生 牝3黒鹿 母 イースターアイランド 母母 Awesome Maria 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴッドスイートビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月16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〕 マルカフロンターレ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月16日まで平地競走に出走

できない。



16127 7月16日 小雨 稍重 （4函館1） 第11日 第7競走 1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．8

重
重

67 � スズカサウスソング 牡5鹿 57
56 ☆泉谷 楓真永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B510＋ 2 58．7 2．5�

811 スンヌンタイ 牝3鹿 52 横山 武史田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 498＋ 2 59．01� 6．0�
812 プ ラ ソ ン 牝3鹿 52 藤岡 佑介市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B442＋ 4 59．1� 7．0�
22 ア カ ザ 牝3鹿 52 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 伊坂 重信 むかわ 上水牧場 434＋ 2 59．31 18．6�
44 サウンドブライアン 牡4芦 57 池添 謙一増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 488＋ 6 59．51� 6．4�
68 � トランペットシェル �5芦 57

54 ▲西塚 洸二谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 490－ 4 59．71� 14．1�
56 カツノサンキュウ 牡4鹿 57

54 ▲横山 琉人聖心台牧場	 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 480± 01：00．12� 130．8

55 サノノヒーロー �4青 57 丹内 祐次佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 474＋ 21：00．31� 7．4�
11 インゴットバード 牡4鹿 57

54 ▲鷲頭 虎太小島 吉彦氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 492－ 81：00．72� 36．0�
79 キョウエイゾロ 牝3黒鹿 52

49 ▲小林 凌大田中 晴夫氏 伊坂 重信 新冠 長浜 忠 462－ 2 〃 クビ 52．1
33 ス ピ ン オ フ 牝3鹿 52 武 豊 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 21：01．01� 11．5�

710 シンシアハート 牝4芦 55
54 ☆秋山 稔樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 日高 高山牧場 428＋ 61：01．32 248．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，682，300円 複勝： 43，316，400円 枠連： 8，813，300円
馬連： 45，428，200円 馬単： 22，561，800円 ワイド： 47，145，400円
3連複： 71，597，800円 3連単： 87，501，400円 計： 364，046，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 170円 � 200円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 390円 �� 440円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 376823 的中 � 116462（1番人気）
複勝票数 計 433164 的中 � 117108（1番人気）� 59314（3番人気）� 45834（4番人気）
枠連票数 計 88133 的中 （6－8） 19991（1番人気）
馬連票数 計 454282 的中 �� 41486（2番人気）
馬単票数 計 225618 的中 �� 12454（2番人気）
ワイド票数 計 471454 的中 �� 31960（2番人気）�� 27942（3番人気）�� 16234（9番人気）
3連複票数 計 715978 的中 ��� 30393（3番人気）
3連単票数 計 875014 的中 ��� 9818（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．7―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スズカサウスソング �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス

2017．1．29生 牡5鹿 母 ファイトソング 母母 ジグズアンドリールズ 12戦1勝 賞金 17，500，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 インゴットバード号の騎手鷲頭虎太は，4コーナー手前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・10番）
インゴットバード号の騎手鷲頭虎太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・10番）
カツノサンキュウ号の騎手横山琉人は，後検量について注意義務を怠り戒告。

※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 ラージベル号

16128 7月16日 小雨 稍重 （4函館1） 第11日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：05．8

良
良

58 スウィートプロミス 牝3黒鹿52 池添 謙一 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 468－ 21：11．2 7．2�
712 クレマチステソーロ 牝4鹿 55 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 勢司 和浩 新ひだか 幌村牧場 478＋ 21：11．3� 7．8�
57 メイショウソウゲツ 牝3黒鹿52 武 豊松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 454＋ 21：11．4� 4．3�
33 � グリュレーヴ 牝4芦 55

52 ▲横山 琉人飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 498＋ 41：11．61 16．5�
34 キャニオニング 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹吉田 照哉氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム B450± 0 〃 クビ 173．4�
813 エターナルハート 牝5黒鹿 55

53 △角田 大和 DMMドリームクラブ� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 412－ 41：11．7クビ 24．5	
711 ショウナンナウシカ 牝3鹿 52 吉田 隼人国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 466＋ 41：11．8� 18．0

814 ト ラ ー パ ニ 牝3黒鹿52 横山 武史吉田 和美氏 上村 洋行 新冠 芳住 鉄兵 460＋10 〃 クビ 3．6�
11 ヒルノローザンヌ 牝3黒鹿 52

51 ☆泉谷 楓真�ヒルノ 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 B492＋ 61：11．9クビ 6．5�
22 ピュリフィアン 牝5鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 424－ 6 〃 クビ 36．0
610 コスモプルエバ 牝3栗 52

49 ▲小林 凌大 �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 434＋ 21：12．0� 66．8�
46 � キャットリング 牝4青鹿55 菱田 裕二榊原 浩一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 424－ 4 〃 クビ 185．0�
69 グレイトミッション 牝4栗 55 丹内 祐次 XIAOジャパン 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 B464± 01：12．1クビ 9．8�
45 � シューラヴァーグ 牝5黒鹿55 古川 吉洋�ヒダカファーム畑端 省吾 浦河 ヒダカフアーム B450－ 41：12．21 56．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，473，900円 複勝： 48，223，300円 枠連： 9，995，700円
馬連： 51，991，700円 馬単： 21，074，600円 ワイド： 53，972，500円
3連複： 80，747，400円 3連単： 89，883，300円 計： 394，362，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 260円 � 230円 � 190円 枠 連（5－7） 840円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 710円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 28，490円

票 数

単勝票数 計 384739 的中 � 42603（4番人気）
複勝票数 計 482233 的中 � 45419（6番人気）� 54512（5番人気）� 73653（2番人気）
枠連票数 計 99957 的中 （5－7） 9135（3番人気）
馬連票数 計 519917 的中 �� 14508（11番人気）
馬単票数 計 210746 的中 �� 2785（23番人気）
ワイド票数 計 539725 的中 �� 13245（14番人気）�� 19706（7番人気）�� 20121（5番人気）
3連複票数 計 807474 的中 ��� 13774（11番人気）
3連単票数 計 898833 的中 ��� 2287（73番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―12．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．0―47．1―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スウィートプロミス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2021．12．19 中山4着

2019．2．1生 牝3黒鹿 母 アースサウンド 母母 Leilani’s Song 6戦2勝 賞金 14，750，000円



16129 7月16日 小雨 稍重 （4函館1） 第11日 第9競走 ��1，700�
ゆ の は ま

湯 浜 特 別
発走14時15分 （ダート・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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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
1：41．7
1：40．9

不良
重

55 キタノセレナード 牡3鹿 54 吉田 隼人北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 444± 01：46．0 1．7�
67 フームスムート 牡5黒鹿57 横山 武史ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ B544＋ 41：46．1クビ 6．5�
11 ア ウ グ ス ト 牡3鹿 54 斎藤 新�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 510＋ 4 〃 ハナ 3．6�
79 カズラポニアン 牡3栗 54 横山 和生合同会社雅苑興業 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 486－ 21：46．63 9．5�
68 ケイツーマルカ 牝4鹿 55 古川 吉洋楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 510＋ 81：46．81� 167．0�
811� ハ ナ キ リ 牡3芦 54 松田 大作大野 照旺氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Larry

D Williams 478－ 21：46．9クビ 22．5	
812 ネオヒューズ 牡4栗 57 丸山 元気西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 514＋ 61：47．22 104．2

56 ビップアクア 牝3栗 52 �島 克駿鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 444＋101：47．62� 83．1�
710 オーホンブリック 牡4鹿 57 角田 大和�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 61：48．12� 112．4�
44 	 ブロッコリー 牡7鹿 57 丹内 祐次嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 476－161：48．2� 64．5
22 タナキーボー 牡4黒鹿57 大久保友雅田中 俊彰氏 清水 久詞 日高 天羽 禮治 500－ 21：48．3� 117．4�
33 アスターナランハ 牡4黒鹿57 泉谷 楓真加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 B464＋ 21：50．3大差 19．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，643，300円 複勝： 80，479，800円 枠連： 7，686，000円
馬連： 44，021，200円 馬単： 27，657，400円 ワイド： 39，517，300円
3連複： 70，188，700円 3連単： 126，505，400円 計： 429，699，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（5－6） 500円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 180円 �� 150円 �� 310円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，870円

票 数

単勝票数 計 336433 的中 � 151947（1番人気）
複勝票数 計 804798 的中 � 530626（1番人気）� 58210（3番人気）� 83438（2番人気）
枠連票数 計 76860 的中 （5－6） 11851（2番人気）
馬連票数 計 440212 的中 �� 58483（2番人気）
馬単票数 計 276574 的中 �� 29037（3番人気）
ワイド票数 計 395173 的中 �� 55462（2番人気）�� 76611（1番人気）�� 26053（4番人気）
3連複票数 計 701887 的中 ��� 112632（1番人気）
3連単票数 計1265054 的中 ��� 48888（3番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．6―12．4―12．8―12．6―12．6―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．6―42．0―54．8―1：07．4―1：20．0―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタノセレナード �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．12．11 中京3着

2019．5．13生 牡3鹿 母 ツルマルサンチャン 母母 リキセレナード 7戦2勝 賞金 23，480，000円

16130 7月16日 小雨 稍重 （4函館1） 第11日 第10競走 ��1，800�
じま

か も め 島 特 別
発走14時50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�
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：45．7
1：43．8

良
良

33 オンリーオピニオン 牝3芦 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 81：51．4 3．8�

34 アサケレディ 牝4黒鹿55 菱田 裕二大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 482＋121：51．61� 31．0�
45 ハーツラプソディ 牝4栗 55 荻野 琢真下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 498＋ 21：51．7� 4．7�
711 ルーツドール 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 534＋ 41：51．81 12．0�
69 アインゲーブング 牝4鹿 55 横山 武史 �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 446－ 2 〃 ハナ 6．6	
22 ローゼライト 牝4鹿 55 武 豊中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B436－ 41：52．01 18．7

712 フ ァ ジ ェ ス 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：52．21� 15．8�
11 トーセンメラニー 牝4黒鹿55 浜中 俊島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－10 〃 クビ 24．8
814 エンジェルサークル 牝5黒鹿55 秋山 稔樹吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B442－ 41：52．3アタマ 32．1�
58 ウィズダイヤモンズ 牝5鹿 55 斎藤 新 �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 428－ 41：52．4� 88．3�
813 イ ン ナ リ オ 牝4鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 クビ 26．6�
610 テーオーアリエス 牝3黒鹿52 �島 克駿小笹 公也氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 482± 01：53．25 20．2�
57 オメガロマンス 牝4黒鹿55 横山 和生原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B458± 01：53．52 4．4�
46 クインズバジル 牝4鹿 55 古川 吉洋 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 464± 01：54．24 220．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 58，307，300円 複勝： 88，467，300円 枠連： 15，142，100円
馬連： 91，282，500円 馬単： 34，552，500円 ワイド： 86，276，900円
3連複： 146，286，300円 3連単： 148，882，100円 計： 669，197，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 660円 � 180円 枠 連（3－3） 5，140円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 500円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 8，920円 3 連 単 ��� 50，690円

票 数

単勝票数 計 583073 的中 � 120162（1番人気）
複勝票数 計 884673 的中 � 146635（3番人気）� 25600（11番人気）� 148043（2番人気）
枠連票数 計 151421 的中 （3－3） 2281（21番人気）
馬連票数 計 912825 的中 �� 12308（25番人気）
馬単票数 計 345525 的中 �� 3420（24番人気）
ワイド票数 計 862769 的中 �� 13706（22番人気）�� 47499（4番人気）�� 9453（32番人気）
3連複票数 計1462863 的中 ��� 12288（34番人気）
3連単票数 計1488821 的中 ��� 2129（168番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―12．6―12．7―12．3―12．2―12．0―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―37．8―50．5―1：02．8―1：15．0―1：27．0―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オンリーオピニオン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アイルハヴアナザー デビュー 2021．7．10 福島1着

2019．4．4生 牝3芦 母 オ ピ ニ オ ン 母母 アドマイヤオンリー 6戦3勝 賞金 38，928，000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。
（非抽選馬） 3頭 グレースオブナイル号・デルマセイシ号・マジカルステージ号



16131 7月16日 小雨 稍重 （4函館1） 第11日 第11競走 ��
��1，200�第54回函館2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

北海道知事賞（1着）
賞 品

本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：07．5

良
良

812 ブトンドール 牝2鹿 54 �島 克駿合同会社雅苑興業 池添 学 安平 ノーザンファーム 478－ 81：11．8 7．0�
33 ク リ ダ ー ム 牡2栗 54 武 豊 �インゼルレーシング 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 468± 01：12．01� 5．4�
22 オマツリオトコ 牡2芦 54 横山 武史是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476－ 8 〃 クビ 23．0�
69 ゴキゲンサン 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 浦河 チェスナット
ファーム 486－ 21：12．21 30．9�

68 ミスヨコハマ 牝2黒鹿54 斎藤 新大野 富生氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 アタマ 17．5�
56 ニシノシークレット 牡2青 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 村田 一誠 新ひだか 本桐牧場 476＋ 4 〃 ハナ 14．5	
57 シンゼンイズモ 牡2鹿 54 浜中 俊原 司郎氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 488－ 41：12．3クビ 79．7

45 スプレモフレイバー 牡2鹿 54 吉田 隼人尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 468－ 21：12．72	 3．5�
813 アスクドリームモア 牡2鹿 54 岩田 康誠廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 天羽牧場 478－ 41：12．91� 11．3�
44 オボロヅキヨ 牡2栗 54 松田 大作椎名 節氏 渡辺 薫彦 浦河 桑田牧場 428＋ 61：13．42	 184．1
710 ミシェラドラータ 牡2鹿 54 池添 謙一福盛 訓之氏 清水 久詞 浦河 丸村村下

ファーム 480＋ 2 〃 アタマ 4．9�
711 ニーナブランド 牝2芦 54 横山 和生ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 430＋101：13．61� 23．8�
11 ロッソランパンテ 牝2鹿 54 三浦 皇成堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 452＋ 21：14．34 40．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 219，874，300円 複勝： 240，177，300円 枠連： 62，097，800円
馬連： 410，891，300円 馬単： 157，351，900円 ワイド： 317，450，000円
3連複： 770，584，700円 3連単： 850，265，800円 計： 3，028，693，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 210円 � 570円 枠 連（3－8） 990円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，470円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 14，090円 3 連 単 ��� 74，530円

票 数

単勝票数 計2198743 的中 � 263749（4番人気）
複勝票数 計2401773 的中 � 318253（4番人気）� 321519（3番人気）� 89549（9番人気）
枠連票数 計 620978 的中 （3－8） 48170（5番人気）
馬連票数 計4108913 的中 �� 151848（6番人気）
馬単票数 計1573519 的中 �� 27533（16番人気）
ワイド票数 計3174500 的中 �� 94974（7番人気）�� 32374（32番人気）�� 45117（23番人気）
3連複票数 計7705847 的中 ��� 40998（52番人気）
3連単票数 計8502658 的中 ��� 8271（280番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．9―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―46．4―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブトンドール �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 スウィフトカレント デビュー 2022．7．2 函館1着

2020．1．25生 牝2鹿 母 プリンセスロック 母母 ノーストバード 2戦2勝 賞金 38，462，000円
〔発走状況〕 アスクドリームモア号は，発進不良〔外側に逃避〕。

16132 7月16日 小雨 稍重 （4函館1） 第11日 第12競走 ��
��2，600�3歳以上1勝クラス

発走16時05分 （芝・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：35．1

良
良

22 タイムオブフライト 牡3鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 辻野 泰之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434± 02：48．5 6．3�

88 ギ ン ノ サ ジ 牝4青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 484＋182：48．6� 9．5�

33 ミ ア ス テ ラ 牡3栗 54 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 492－ 22：48．81 16．1�
66 シングマイハート 牝4鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464＋102：49．01	 6．0�
89 アイスジェイド 牡5鹿 57 
島 克駿 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 488± 02：49．42� 14．0	
11 ファンタジア 牝3黒鹿52 横山 武史石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498＋ 22：49．5� 2．9

44 フィレンツェ 牡3鹿 54 藤岡 佑介田畑 利彦氏 加藤士津八 新ひだか 矢野牧場 452＋ 22：49．92� 3．6�
55 デ ィ サ イ ド 牡3芦 54 三浦 皇成前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B486＋ 22：51．610 32．8�
77 トラウンシュタイン 牡4鹿 57

54 ▲横山 琉人�G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム B458± 02：52．77 21．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 69，155，400円 複勝： 72，303，900円 枠連： 14，111，400円
馬連： 95，184，000円 馬単： 43，318，000円 ワイド： 86，182，000円
3連複： 138，456，200円 3連単： 214，215，800円 計： 732，926，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 320円 � 400円 枠 連（2－8） 1，510円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，530円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 12，660円 3 連 単 ��� 71，430円

票 数

単勝票数 計 691554 的中 � 87190（4番人気）
複勝票数 計 723039 的中 � 92319（4番人気）� 57924（5番人気）� 43028（8番人気）
枠連票数 計 141114 的中 （2－8） 7235（8番人気）
馬連票数 計 951840 的中 �� 27495（12番人気）
馬単票数 計 433180 的中 �� 6031（21番人気）
ワイド票数 計 861820 的中 �� 31644（8番人気）�� 14331（22番人気）�� 7085（31番人気）
3連複票数 計1384562 的中 ��� 8196（49番人気）
3連単票数 計2142158 的中 ��� 2174（254番人気）

ハロンタイム 13．3―13．0―13．8―13．2―13．7―13．1―13．0―13．1―12．6―12．4―12．4―12．3―12．6

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�
13．3―26．3―40．1―53．3―1：07．0―1：20．1―1：33．1―1：46．2―1：58．8―2：11．2―2：23．6―2：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイムオブフライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．5．21 新潟6着

2019．4．30生 牡3鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 3戦2勝 賞金 12，900，000円
〔制裁〕 ギンノサジ号の騎手丹内祐次は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）



（4函館1）第11日 7月16日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 155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

211，090，000円
3，020，000円
21，430，000円
1，490，000円
26，840，000円
67，865，000円
4，483，500円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
649，260，000円
895，101，000円
160，485，700円
989，992，700円
432，557，200円
896，966，900円
1，687，666，300円
2，018，850，800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 7，730，880，600円

総入場人員 4，545名 （有料入場人員 4，353名）
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