
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

16037 6月19日 曇 良 （4函館1） 第4日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50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

11 スカンジナビア 牝3栗 54
52 △角田 大和市川義美ホール

ディングス� 四位 洋文 浦河 藤春 修二 450－ 21：46．4 1．7�
69 クオーレドーロ 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 438－ 61：47．46 6．3�
22 レインボーエンゼル 牝3栗 54 横山 和生�イーデン産業 小野 次郎 新ひだか 静内杉下牧場 462－ 41：48．35 4．0�
44 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 420＋101：48．4� 74．4�
710 オーラライト 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B440－ 41：48．5� 19．5	

33 ララパラプリュイ 牝3栗 54
50 ★古川 奈穂フジイ興産� 田中 博康 浦河 ヒダカフアーム B448± 01：48．6� 17．3


（法942）

45 ブレディバンチ 牝3芦 54 丹内 祐次諸江 幸祐氏 戸田 博文 登別 登別上水牧場 452＋ 8 〃 ハナ 40．8�
56 アドマイヤカーム 牝3鹿 54 岩田 康誠近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 ハナ 24．7�
813 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 436＋ 61：49．13 114．4
812 サトノゼノビア 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム B478＋ 41：49．52� 25．4�
68 カホウハネテマテ 牝3芦 54

51 ▲大久保友雅赤松 敬之氏 村山 明 浦河 惣田 英幸 466＋ 61：49．71� 220．2�
57 ルージュノブレス 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 杵臼牧場 434－ 41：50．65 38．5�
711 ベルトゥジュール 牝3鹿 54

53 ☆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 新ひだか 森 政巳 B464＋ 61：53．0大差 123．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，607，900円 複勝： 90，006，100円 枠連： 8，400，300円
馬連： 47，115，400円 馬単： 28，671，700円 ワイド： 49，798，300円
3連複： 82，047，400円 3連単： 109，934，200円 計： 447，581，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（1－6） 500円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 210円 �� 180円 �� 450円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 1，800円

票 数

単勝票数 計 316079 的中 � 143992（1番人気）
複勝票数 計 900061 的中 � 603487（1番人気）� 65058（3番人気）� 90911（2番人気）
枠連票数 計 84003 的中 （1－6） 13014（2番人気）
馬連票数 計 471154 的中 �� 76191（2番人気）
馬単票数 計 286717 的中 �� 33125（2番人気）
ワイド票数 計 497983 的中 �� 62369（2番人気）�� 82719（1番人気）�� 22612（4番人気）
3連複票数 計 820474 的中 ��� 86874（1番人気）
3連単票数 計1099342 的中 ��� 44211（1番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．9―13．1―13．0―12．4―12．6―12．8―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．0―43．1―56．1―1：08．5―1：21．1―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スカンジナビア �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．10．30 阪神11着

2019．5．18生 牝3栗 母 エメラルドコースト 母母 シルバーコースト 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 クオーレドーロ号の騎手横山武史は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルトゥジュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月19日まで平地競

走に出走できない。

16038 6月19日 曇 良 （4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 5，200，000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
1：06．0

良
良

713 エナジーグラン 牡3黒鹿56 �島 克駿 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 458＋ 61：09．0 4．0�
36 ラミアヴィータ 牝3栗 54 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 岡田スタツド B448± 0 〃 アタマ 3．2�
12 ダイヤモンドフジ 牡3鹿 56 横山 武史 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 454－ 21：09．32 4．1�
35 ウォータージーニー 牡3黒鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太山岡 正人氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 490＋101：09．51� 66．5�
11 シェリーココ 牝3芦 54

51 ▲西塚 洸二小林竜太郎氏 佐々木晶三 新冠 須崎牧場 438＋18 〃 アタマ 247．7�
48 ミスピュアハート 牝3栗 54

51 ▲大久保友雅大塚 亮一氏 大久保龍志 浦河 ディアレスト
クラブ 430＋ 81：09．6� 28．5	

612 ナ ー サ ッ ク 牡3鹿 56
54 △角田 大和谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 432－ 2 〃 アタマ 9．5


611 ベルウッドスカイ 牡3鹿 56 松田 大作鈴木 照雄氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 490± 01：09．7� 168．1�
24 オリンピッカー 牡3芦 56 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B460－161：09．91� 19．7�
59 レーヌデゼトワール 牝3青鹿 54

51 ▲横山 琉人星野 男氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 ハナ 18．3�
23 	 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 476＋ 81：10．01 27．9�
47 ブラザリーラヴ 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹寺田 心平氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 426－ 41：10．21� 21．0�
714 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 464＋12 〃 アタマ 114．4�
815 カ ラ ウ ヌ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂 �ニッシンホール
ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋101：10．41 52．4�

816	 ゴールデンベリル 牝3鹿 52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 豪 Twin
Palms Stud 448＋201：10．93 14．2�

510 ミヤビルーナ 牝3鹿 54
53 ☆泉谷 楓真村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 462＋ 41：11．32� 157．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，080，300円 複勝： 52，416，400円 枠連： 9，869，400円
馬連： 52，620，500円 馬単： 23，048，000円 ワイド： 56，736，400円
3連複： 85，055，000円 3連単： 80，583，400円 計： 392，409，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 130円 � 140円 枠 連（3－7） 710円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 310円 �� 300円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 6，010円

票 数

単勝票数 計 320803 的中 � 62884（2番人気）
複勝票数 計 524164 的中 � 103452（1番人気）� 101493（2番人気）� 97154（3番人気）
枠連票数 計 98694 的中 （3－7） 10675（1番人気）
馬連票数 計 526205 的中 �� 52340（1番人気）
馬単票数 計 230480 的中 �� 10628（4番人気）
ワイド票数 計 567364 的中 �� 46544（2番人気）�� 49429（1番人気）�� 37674（3番人気）
3連複票数 計 850550 的中 ��� 51987（1番人気）
3連単票数 計 805834 的中 ��� 9712（4番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．3―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エナジーグラン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．11．13 東京5着

2019．4．25生 牡3黒鹿 母 エナジーハート 母母 タガノルビー 7戦1勝 賞金 11，100，000円
〔制裁〕 ミスピュアハート号の騎手大久保友雅は，3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・14番）

ミスピュアハート号の騎手大久保友雅は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
マーナーパス号の騎手菱田裕二は，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50，000円。（被害馬：16番・15
番）
シェリーココ号の騎手西塚洸二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和4年7月2日から令和4年7月3日ま
で騎乗停止。（被害馬：16番）

〔3走成績による出走制限〕 オリンピッカー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月19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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ネイキッドハート号・ベジェサ号・マコトカラカシワ号・ルージュブラゾン号

第１回 函館競馬 第４日



16039 6月19日 曇 良 （4函館1） 第4日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走10時55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
57．7
56．8

重
重

56 エヴリーサンクス 牝3鹿 54
51 ▲鷲頭 虎太フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B472＋ 2 59．4 20．2�

79 キュートヘスティア 牝3栗 54 横山 武史�杵臼牧場 辻 哲英 浦河 杵臼牧場 440－ 4 〃 ハナ 1．8�
11 マーブルケイケー 牝3青鹿54 横山 和生下村 直氏 茶木 太樹 新ひだか 三石川上牧場 480＋12 59．93 3．7�
68 サバンナチャンス 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 468＋10 〃 クビ 6．5�
67 エリークラウン 牝3鹿 54 丹内 祐次谷川 正純氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 458± 01：00．11 28．6�
812 キ ソ ー 牝3栗 54 岩田 康誠鈴木 康弘氏 小島 茂之 新冠 松浦牧場 426＋ 81：00．2� 32．1	
33 フ リ フ リ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 
ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 日高 中川 欽一 436＋ 81：00．41 39．8�
811 クリスタルローズ 牝3鹿 54 丸山 元気岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 480－ 41：00．5クビ 15．6�
22 メイショウカンギク 牝3鹿 54

52 △角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 464＋ 61：00．6� 54．3
710 シナモンロール 牝3栗 54 黛 弘人�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 山田牧場 414± 01：00．7� 21．7�
55 ナムラジュリア 牝3栗 54 古川 吉洋奈村 睦弘氏 大根田裕之 新ひだか 野坂牧場 410＋141：01．02 166．5�
44 ヴェロニカマジック 牝3鹿 54 藤岡 佑介
フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 456＋121：01．21� 38．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，169，900円 複勝： 34，095，800円 枠連： 8，043，800円
馬連： 42，254，500円 馬単： 22，060，300円 ワイド： 40，699，600円
3連複： 64，117，300円 3連単： 83，352，800円 計： 324，794，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 320円 � 110円 � 140円 枠 連（5－7） 1，770円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 710円 �� 820円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 21，870円

票 数

単勝票数 計 301699 的中 � 11922（5番人気）
複勝票数 計 340958 的中 � 16280（7番人気）� 113133（1番人気）� 59708（2番人気）
枠連票数 計 80438 的中 （5－7） 3506（5番人気）
馬連票数 計 422545 的中 �� 14903（6番人気）
馬単票数 計 220603 的中 �� 2183（25番人気）
ワイド票数 計 406996 的中 �� 12378（7番人気）�� 10600（8番人気）�� 79035（1番人気）
3連複票数 計 641173 的中 ��� 26247（4番人気）
3連単票数 計 833528 的中 ��� 2762（63番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．3―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エヴリーサンクス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．10．24 東京10着

2019．2．24生 牝3鹿 母 ウ イ ン ル ナ 母母 ウインディアナ 5戦1勝 賞金 6，500，000円
［他本会外：2戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 テイエムシチーボー号・ルナエルモッサ号

16040 6月19日 曇 良 （4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 5，200，000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

66 ミラキュラスライト 牡3青 56 横山 武史�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480± 01：47．0 4．4�

44 レ デ ィ ベ ル 牝3黒鹿 54
50 ★古川 奈穂 �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 496－ 21：47．42 2．7�
78 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 492－ 41：47．5� 7．9�
810 ヤマニンクイッカー 牡3青鹿56 勝浦 正樹土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 452＋ 21：47．92� 7．4�
22 タフトテソーロ 牡3鹿 56 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 464＋ 41：48．21� 12．4�
77 アローゴールド 牡3栗 56 川又 賢治佐々木孝之氏 高橋 康之 新冠 柏木 一則 440＋ 81：48．83� 155．4	
55 ドレミフォン 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B452＋ 21：49．01� 33．5

11 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 B492－ 41：49．32 3．7�
89 サクソフォン 牡3青鹿56 菱田 裕二広尾レース� 田村 康仁 新ひだか 木村 秀則 420＋ 21：49．51 116．7�
33 ク ー ル ボ ス 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二 �CHEVAL AT-
TACHE 栗田 徹 日高 タバタファーム 486－ 61：49．71� 84．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，920，700円 複勝： 36，943，800円 枠連： 5，765，900円
馬連： 37，981，100円 馬単： 20，296，200円 ワイド： 35，765，300円
3連複： 52，151，100円 3連単： 82，385，500円 計： 305，209，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 130円 � 170円 枠 連（4－6） 660円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 280円 �� 530円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 339207 的中 � 60890（3番人気）
複勝票数 計 369438 的中 � 56253（4番人気）� 82349（1番人気）� 52268（5番人気）
枠連票数 計 57659 的中 （4－6） 6769（1番人気）
馬連票数 計 379811 的中 �� 45951（1番人気）
馬単票数 計 202962 的中 �� 10962（4番人気）
ワイド票数 計 357653 的中 �� 34288（1番人気）�� 15818（8番人気）�� 27451（5番人気）
3連複票数 計 521511 的中 ��� 28491（5番人気）
3連単票数 計 823855 的中 ��� 9823（15番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．6―13．2―13．0―12．1―12．5―13．0―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―29．9―43．1―56．1―1：08．2―1：20．7―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミラキュラスライト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．12．5 中山2着

2019．3．26生 牡3青 母 ミラグロッサ 母母 グレースランド 5戦1勝 賞金 10，100，000円
〔制裁〕 アローゴールド号の騎手川又賢治は，3コーナーでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



16041 6月19日 曇 良 （4函館1） 第4日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：07．5

良
良

66 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 470 ―1：09．9 1．7�
77 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 ―1：10．22 6．8�
44 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 494 ―1：10．41� 9．4�
33 ゴ コ ウ サ ス 牡2黒鹿54 浜中 俊岡 浩二氏 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 442 ― 〃 クビ 33．6�
22 シンゼンイズモ 牡2鹿 54 �島 克駿原 司郎氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 490 ―1：10．82 6．3�
88 ヒルノピレネー 牡2黒鹿54 池添 謙一�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 460 ― 〃 クビ 6．8	
11 カ ナ 牝2芦 54

51 ▲小林 凌大平川 三津氏 粕谷 昌央 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 402 ―1：11．12 45．6


55 ヘイトアルーズ 牡2鹿 54
51 ▲横山 琉人古賀 和夫氏 和田正一郎 浦河 中村 雅明 416 ―1：11．63 62．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 46，113，200円 複勝： 32，505，500円 枠連： 発売なし
馬連： 38，735，000円 馬単： 23，976，000円 ワイド： 27，958，600円
3連複： 48，533，700円 3連単： 102，700，400円 計： 320，522，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 230円 �� 290円 �� 520円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 2，590円

票 数

単勝票数 計 461132 的中 � 218294（1番人気）
複勝票数 計 325055 的中 � 132641（1番人気）� 48401（2番人気）� 31052（5番人気）
馬連票数 計 387350 的中 �� 60534（2番人気）
馬単票数 計 239760 的中 �� 22550（3番人気）
ワイド票数 計 279586 的中 �� 34308（3番人気）�� 25017（4番人気）�� 11943（10番人気）
3連複票数 計 485337 的中 ��� 47309（4番人気）
3連単票数 計1027004 的中 ��� 28681（7番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―11．8―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．2―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．5
3 ・（6，8）（2，3，7）－（1，5）－4 4 ・（6，8）7（2，3）－（1，5）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スプレモフレイバー �

父 ダイワメジャー �


母父 サクラバクシンオー 初出走

2020．2．15生 牡2鹿 母 キャレモンショコラ 母母 スウィートダンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16042 6月19日 曇 良 （4函館1） 第4日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

22 マーゴットワーズ 牡3青 56 荻野 琢真前田 良平氏 小林 真也 浦河 高昭牧場 460－ 62：02．6 214．9�
79 マイネルイージス 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 42：02．71 19．0�
44 グ ロ ー 牡3鹿 56 池添 謙一ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 470－ 62：02．91� 3．0�
67 サトノドルチェ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474± 02：03．0� 6．0�
11 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 462－222：03．1� 48．8�
55 ダノンフロイデ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�ダノックス 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 468＋ 42：03．31� 2．3	
66 ミ ア ス テ ラ 牡3栗 56 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 494＋102：03．4クビ 6．9

33 ウィズザタイムズ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人 �グリーンファーム竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 446－ 22：03．61� 28．3�
78 ラッフルズプレース 牡3黒鹿56 吉田 隼人保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 B446± 02：03．7� 106．4�
810 クトゥネシリカ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新ひだか 岡田スタツド 416－ 62：04．12� 18．0
811 カネトシマティーニ 牡3鹿 56 川島 信二兼松 昌男氏 畑端 省吾 新冠 武田 寛治 428＋ 22：04．31� 384．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，547，300円 複勝： 32，914，900円 枠連： 7，082，400円
馬連： 33，773，300円 馬単： 18，360，700円 ワイド： 31，496，000円
3連複： 53，073，100円 3連単： 75，224，500円 計： 278，472，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 21，490円 複 勝 � 3，530円 � 330円 � 170円 枠 連（2－7） 19，950円

馬 連 �� 66，940円 馬 単 �� 99，780円

ワ イ ド �� 10，600円 �� 6，380円 �� 730円

3 連 複 ��� 63，680円 3 連 単 ��� 1，029，010円

票 数

単勝票数 計 265473 的中 � 988（10番人気）
複勝票数 計 329149 的中 � 1809（10番人気）� 24849（5番人気）� 68194（2番人気）
枠連票数 計 70824 的中 （2－7） 275（22番人気）
馬連票数 計 337733 的中 �� 391（43番人気）
馬単票数 計 183607 的中 �� 138（79番人気）
ワイド票数 計 314960 的中 �� 739（39番人気）�� 1233（32番人気）�� 11902（8番人気）
3連複票数 計 530731 的中 ��� 625（75番人気）
3連単票数 計 752245 的中 ��� 53（590番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―11．9―13．3―13．2―13．0―12．6―12．1―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．5―35．4―48．7―1：01．9―1：14．9―1：27．5―1：39．6―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

マーゴットワーズ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．8．7 新潟13着

2019．2．5生 牡3青 母 スノーピアサー 母母 チアズフィアレス 10戦1勝 賞金 6，750，000円
〔3走成績による出走制限〕 カネトシマティーニ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月19日まで平地競走に出走で

きない。
※カネトシマティーニ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



16043 6月19日 曇 良 （4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 7，700，000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
1：06．0

良
良

712 テーオーメアリー 牝4鹿 55 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 61：08．8 32．2�
33 ネ レ イ ド 牝3鹿 52 丸山 元気�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 440± 0 〃 ハナ 2．9�
46 フリートオブフット 牝3鹿 52 横山 武史 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 クビ 5．5�
45 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 476＋ 41：08．9クビ 14．2�
610 スカイトレイル 牝3鹿 52

50 △角田 大和小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B458＋26 〃 クビ 18．9	
34 スクリーンショット 牝3栗 52 浜中 俊小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 クビ 5．3

814� レインボークラウド 牝4黒鹿55 吉田 隼人吉田 安惠氏 石坂 公一 安平 追分ファーム 462＋141：09．0� 99．4�
69 タツリュウオー 牝4黒鹿 55

53 △山田 敬士�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 456± 01：09．1クビ 95．0�
58 エターナルハート 牝5黒鹿55 斎藤 新 DMMドリームクラブ� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 416＋24 〃 クビ 18．0
711 グラスミヤラビ 牝3黒鹿52 横山 和生半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 478－ 4 〃 アタマ 5．1�
813 コスモサンレミ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 468＋141：09．2クビ 55．1�
22 ウェストファリア 牝3黒鹿 52

49 ▲横山 琉人 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 384－ 8 〃 クビ 15．8�
11 � 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 426± 01：09．41� 135．2�
57 ナムラデイリリー 牝3黒鹿 52

51 ☆泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 470＋ 2 〃 ハナ 30．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，239，500円 複勝： 46，718，100円 枠連： 8，879，200円
馬連： 46，439，000円 馬単： 18，410，400円 ワイド： 45，569，100円
3連複： 69，856，600円 3連単： 78，210，300円 計： 348，322，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，220円 複 勝 � 550円 � 160円 � 170円 枠 連（3－7） 590円

馬 連 �� 4，270円 馬 単 �� 17，900円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 2，180円 �� 510円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 76，520円

票 数

単勝票数 計 342395 的中 � 8492（10番人気）
複勝票数 計 467181 的中 � 15801（8番人気）� 92297（1番人気）� 78704（2番人気）
枠連票数 計 88792 的中 （3－7） 11508（2番人気）
馬連票数 計 464390 的中 �� 8410（16番人気）
馬単票数 計 184104 的中 �� 771（59番人気）
ワイド票数 計 455691 的中 �� 9263（14番人気）�� 5109（26番人気）�� 24458（4番人気）
3連複票数 計 698566 的中 ��� 6203（27番人気）
3連単票数 計 782103 的中 ��� 741（269番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．5―11．5―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．7―45．2―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーメアリー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2020．8．8 札幌1着

2018．5．22生 牝4鹿 母 リーグルメアリー 母母 Really Rising 13戦2勝 賞金 22，200，000円

16044 6月19日 曇 良 （4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 7，700，000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
1：41．7
1：40．9

不良
重

68 キュールエフウジン 牡3黒鹿54 斎藤 新岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 484－ 41：46．0 11．4�
710 トミケンベレムド 牡4栗 57

54 ▲小林 凌大蓑島 竜一氏 小西 一男 新ひだか 川端 英幸 534＋ 81：46．1クビ 31．6�
22 ヒデノレインボー 牡3鹿 54 岩田 康誠大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 中村 雅明 468＋ 2 〃 クビ 5．2�
79 サトノスライヴ 牡5黒鹿 57

56 ☆泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 510± 01：46．2クビ 6．2�
33 � ワンダーアマルフィ 牡5鹿 57 水口 優也山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 B490－ 61：46．62 26．4�
55 ダノンマジック 牡3黒鹿54 菱田 裕二�ダノックス 田中 博康 日高 白井牧場 B442± 0 〃 アタマ 8．1	
67 オーマイオーマイ 牡5鹿 57 浜中 俊�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 478＋ 31：46．81� 11．9

44 ディーエスボンバー 牡4黒鹿57 古川 吉洋秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 488± 01：47．01� 32．7�
11 � ウインホノカ 牝6鹿 55

54 ☆秋山 稔樹山口謙太郎氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 420＋ 2 〃 アタマ 206．9�
811 タマモエース 牡3栗 54 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 B458＋ 21：47．1� 7．0
812 イエヴァンポルッカ 牡3芦 54 横山 武史ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 486＋ 41：47．2クビ 2．8�
56 タマモモンレーブ 牡3芦 54

51 ▲大久保友雅タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 500± 01：47．62� 129．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，845，200円 複勝： 42，506，100円 枠連： 8，814，200円
馬連： 47，368，000円 馬単： 22，418，300円 ワイド： 47，247，300円
3連複： 71，481，100円 3連単： 89，889，200円 計： 364，569，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 340円 � 650円 � 230円 枠 連（6－7） 2，060円

馬 連 �� 22，750円 馬 単 �� 43，110円

ワ イ ド �� 5，540円 �� 1，190円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 32，450円 3 連 単 ��� 230，280円

票 数

単勝票数 計 348452 的中 � 24355（6番人気）
複勝票数 計 425061 的中 � 32303（7番人気）� 14837（10番人気）� 56148（3番人気）
枠連票数 計 88142 的中 （6－7） 3314（10番人気）
馬連票数 計 473680 的中 �� 1613（45番人気）
馬単票数 計 224183 的中 �� 390（88番人気）
ワイド票数 計 472473 的中 �� 2147（42番人気）�� 10513（13番人気）�� 5141（32番人気）
3連複票数 計 714811 的中 ��� 1652（94番人気）
3連単票数 計 898892 的中 ��� 283（582番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．6―13．2―12．8―12．3―12．5―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．0―43．2―56．0―1：08．3―1：20．8―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

キュールエフウジン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2022．1．8 中京10着

2019．5．6生 牡3黒鹿 母 キュールエアリス 母母 クリックヒア 3戦1勝 賞金 7，700，000円
［他本会外：1戦1勝］



16045 6月19日 曇 良 （4函館1） 第4日 第9競走 ��1，800�
や く も

八 雲 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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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

78 コ ル ベ イ ユ 牝3鹿 52 勝浦 正樹井手 慶祐氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424＋ 21：48．3 6．0�

22 マイネルエニグマ 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 61：48．4� 7．5�

66 ハイエログリフ 牝4黒鹿55 浜中 俊 �カナヤマホール
ディングス 田中 克典 浦河 富田牧場 442－ 81：48．61� 15．4�

44 ヴェントボニート 牝5鹿 55 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 430＋ 21：49．02� 2．1�
55 スマートワン 牡4青鹿57 横山 和生橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 クビ 3．7�
11 ラニュイエトワール �3鹿 54 	島 克駿吉田 勝己氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 458－ 81：49．32 12．5	
811 コスモミローディア 牡6黒鹿57 斎藤 新 
ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 480－ 21：49．4� 77．6�
67 レッドカムイ 牡4鹿 57 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 528＋ 21：49．5
 37．0�
79 タケルジャック 牡4青鹿57 山田 敬士森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか チャンピオンズファーム 470－ 61：49．92 65．5
810� ゾ ロ 牡6栗 57 角田 大和北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 482＋ 41：50．0� 86．4�
33 � ワールドクルーズ 牝4鹿 55 秋山 稔樹岡田 壮史氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：50．42� 101．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 29，287，700円 複勝： 31，814，700円 枠連： 9，069，100円
馬連： 46，419，500円 馬単： 22，940，600円 ワイド： 39，228，500円
3連複： 70，248，200円 3連単： 102，532，800円 計： 351，541，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 210円 � 350円 枠 連（2－7） 3，340円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，480円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 11，540円 3 連 単 ��� 49，780円

票 数

単勝票数 計 292877 的中 � 38974（3番人気）
複勝票数 計 318147 的中 � 40779（4番人気）� 41531（3番人気）� 21013（6番人気）
枠連票数 計 90691 的中 （2－7） 2099（11番人気）
馬連票数 計 464195 的中 �� 11370（9番人気）
馬単票数 計 229406 的中 �� 3203（17番人気）
ワイド票数 計 392285 的中 �� 10423（10番人気）�� 6697（16番人気）�� 9589（12番人気）
3連複票数 計 702482 的中 ��� 4563（29番人気）
3連単票数 計1025328 的中 ��� 1493（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．7―48．7―1：01．2―1：13．8―1：25．8―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．5
1
3
8－6（2，4，9）（1，5）（3，7）－10－11
8－6（2，4）（5，9）（1，7，11）（3，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コ ル ベ イ ユ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．10．23 東京2着

2019．1．29生 牝3鹿 母 ラタンバスケット 母母 サンデーピクニック 5戦2勝 賞金 20，301，000円
※出走取消馬 オメガデラックス号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）

16046 6月19日 曇 良 （4函館1） 第4日 第10競走 ��1，700�
ひ や ま

檜 山 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス，R3．6．19以降R4．6．12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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

712 タイセイシェダル 牡4栗 56 吉田 隼人田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 454－ 41：45．1 3．7�
46 � レッドエランドール �5鹿 56 浜中 俊 �東京ホースレーシング 田中 克典 千歳 社台ファーム B492－ 41：45．2� 4．6�
45 アースライザー �5栗 53 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 岡田スタツド B478－ 4 〃 アタマ 33．6�
69 モズピンポン 牡5栗 55 古川 奈穂 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 518－ 41：45．3クビ 11．5�
813 ロ ス コ フ 牡4鹿 56 横山 和生吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 498± 0 〃 クビ 6．3�
610 シンヨモギネス 牡4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 B480± 01：45．4� 10．4	
57 キ ゾ ク 牡4栗 54 池添 謙一西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 494－ 41：45．5クビ 13．0

22 ブルーコンパクタ 牡6鹿 54 �島 克駿村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 462＋ 41：45．6� 15．5�
34 サヴァビアン 牡4栗 54 丸山 元気岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 432－101：45．71 8．9�
814	 コスモセイリュウ 牡5鹿 54 横山 武史 ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 500＋ 21：45．8� 15．2�
11 カ サ デ ガ 牡4芦 54 川又 賢治杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 462＋ 21：46．01
 48．4�
58 ヴ ェ ノ ム 牡4鹿 54 斎藤 新市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム B522－141：46．1� 36．5�
33 インナーアリュール 牡5鹿 54 山田 敬士平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 470＋ 21：46．52� 55．4�
711 ピクトルテソーロ �4黒鹿54 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 船越牧場 472－181：46．81� 54．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，625，600円 複勝： 64，534，300円 枠連： 15，658，400円
馬連： 77，296，000円 馬単： 30，302，000円 ワイド： 74，937，800円
3連複： 132，628，100円 3連単： 144，064，300円 計： 580，046，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 180円 � 690円 枠 連（4－7） 790円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，850円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 9，230円 3 連 単 ��� 39，200円

票 数

単勝票数 計 406256 的中 � 85796（1番人気）
複勝票数 計 645343 的中 � 118384（1番人気）� 103699（2番人気）� 17604（10番人気）
枠連票数 計 156584 的中 （4－7） 15296（1番人気）
馬連票数 計 772960 的中 �� 70953（1番人気）
馬単票数 計 303020 的中 �� 12674（2番人気）
ワイド票数 計 749378 的中 �� 51156（1番人気）�� 9879（26番人気）�� 7019（34番人気）
3連複票数 計1326281 的中 ��� 10770（25番人気）
3連単票数 計1440643 的中 ��� 2664（96番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．8―12．7―12．4―12．5―12．7―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．7―42．4―54．8―1：07．3―1：20．0―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイシェダル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．31 東京3着

2018．3．2生 牡4栗 母 ココモオレンジ 母母 オレンジピール 14戦3勝 賞金 51，858，000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 グリニッジシチー号



16047 6月19日 曇 良 （4函館1） 第4日 第11競走 ��
��1，200�U H B 杯

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

北海道文化放送賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．0

良
良

23 マウンテンムスメ 牝4栗 55 横山 武史西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 460－101：08．3 4．9�
35 シュアーヴアリア 牝4黒鹿55 吉田 隼人ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B482－ 61：08．4クビ 4．6�
714 コスモアンジュ 牝5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 498＋101：08．5� 9．4�
510 オメガラヴィサン 	7鹿 57 横山 和生原 
子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B476－ 4 〃 ハナ 4．4�
612� ヴィズサクセス 牡5鹿 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 奥村 武 愛 Airlie Stud 472－12 〃 クビ 7．5	
48 ディヴィナシオン 牡5黒鹿57 松田 大作一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 462＋ 21：08．6クビ 21．3

815 ス ン リ 牝4鹿 55 �島 克駿白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B478± 0 〃 ハナ 19．3�
816 ジョニーズララバイ 牡6鹿 57 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞湖 レイクヴィラファーム 452－ 4 〃 ハナ 31．8�
11 � クリノアリエル 牝7青 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B426± 0 〃 クビ 84．9
59 ネクストストーリー 牝4芦 55 菱田 裕二�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 490＋ 41：08．7� 28．1�
36 ミスビアンカ 牝5鹿 55 角田 大和 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：08．8クビ 98．4�
24 ノクターンノーツ 牝5鹿 55 斎藤 新飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 520＋ 61：08．9� 21．5�
47 � ミニオンペール 牝6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 480＋ 4 〃 クビ 16．7�
12 オレンジペコ 牝5栗 55 藤岡 佑介今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 B480－10 〃 アタマ 31．1�
611� ショウナンアリアナ 牝6鹿 55 古川 吉洋国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding B438－ 41：09．0クビ 70．6�
713 フ ミ ロ ア 牝4鹿 55 秋山 稔樹林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 8 〃 クビ 38．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，571，600円 複勝： 103，798，900円 枠連： 42，881，900円
馬連： 218，900，700円 馬単： 75，021，200円 ワイド： 161，808，200円
3連複： 389，619，500円 3連単： 393，793，800円 計： 1，459，395，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 170円 � 240円 枠 連（2－3） 1，280円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，060円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 19，150円

票 数

単勝票数 計 735716 的中 � 119041（3番人気）
複勝票数 計1037989 的中 � 128419（3番人気）� 170688（1番人気）� 103886（5番人気）
枠連票数 計 428819 的中 （2－3） 25862（3番人気）
馬連票数 計2189007 的中 �� 121630（2番人気）
馬単票数 計 750212 的中 �� 18983（5番人気）
ワイド票数 計1618082 的中 �� 66078（2番人気）�� 38264（11番人気）�� 46368（9番人気）
3連複票数 計3896195 的中 ��� 64377（8番人気）
3連単票数 計3937938 的中 ��� 14908（31番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．3―11．4―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．7―45．1―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 3，13（6，14）5（4，10，12）（1，9，11，15）（7，16）8，2 4 3，13（6，14）（5，12）（4，10）1（9，11，15）（7，16）（8，2）

勝馬の
紹 介

マウンテンムスメ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2020．8．8 札幌2着

2018．2．13生 牝4栗 母 ヤ マ ガ ー ル 母母 スガノグラスワン 18戦4勝 賞金 72，616，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クルークヴァール号・ショウナンバニラ号・スーパーウーパー号
（非抽選馬） 6頭 イルクオーレ号・カヌメラビーチ号・ディモールト号・ノアヴィグラス号・マリーナ号・ヤマニンペダラーダ号

16048 6月19日 曇 良 （4函館1） 第4日 第12競走 1，200�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
1：06．8
1：06．0

良
良

77 ラブリネスオーバー 牝3芦 52
49 ▲西塚 洸二髙栁 �男氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 498＋ 21：08．4 1．8�

22 マイネルチューダ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 452＋ 21：08．61� 4．9�

11 � シューラヴァーグ 牝5黒鹿55 川又 賢治�ヒダカファーム畑端 省吾 浦河 ヒダカフアーム B448－ 4 〃 クビ 121．4�
44 エスオーライアン 牡3鹿 54 �島 克駿岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 430－ 41：08．7� 8．3	
78 ヒ ノ ク ニ 牝3黒鹿 52

50 △山田 敬士由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 B448＋ 61：08．91� 13．9

810 ピュリフィアン 牝5鹿 55

52 ▲横山 琉人野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 434＋ 81：09．11� 16．1�
89 � ベストチャーム 牝6鹿 55

53 △角田 大和中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 432＋ 81：09．2� 22．0�
55 ソリッドグロウ 牝3栗 52 池添 謙一 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：09．3� 6．2
33 スリーマイトコーズ 牝4栗 55 丸山 元気永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 454＋ 41：09．61� 42．1�
66 ル ワ ン ジ ュ 牡3鹿 54 勝浦 正樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド B482＋ 41：10．13� 105．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 68，179，400円 複勝： 57，135，000円 枠連： 16，994，600円
馬連： 93，369，100円 馬単： 52，411，200円 ワイド： 81，145，400円
3連複： 138，335，300円 3連単： 246，242，400円 計： 753，812，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 150円 � 1，110円 枠 連（2－7） 450円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，820円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 9，600円 3 連 単 ��� 22，620円

票 数

単勝票数 計 681794 的中 � 299664（1番人気）
複勝票数 計 571350 的中 � 170480（1番人気）� 105162（2番人気）� 7462（9番人気）
枠連票数 計 169946 的中 （2－7） 28681（1番人気）
馬連票数 計 933691 的中 �� 136715（1番人気）
馬単票数 計 524112 的中 �� 61148（1番人気）
ワイド票数 計 811454 的中 �� 107721（1番人気）�� 6514（26番人気）�� 4963（32番人気）
3連複票数 計1383353 的中 ��� 10804（36番人気）
3連単票数 計2462424 的中 ��� 7889（73番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―11．2―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―45．2―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．4
3 ・（7，8）（5，10）（2，9）4（1，6）－3 4 ・（7，8）5（2，10）9，4，1－6，3

勝馬の
紹 介

ラブリネスオーバー �
�
父 ザファクター �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．1．10 中山1着

2019．4．17生 牝3芦 母 ケイエスアカリ 母母 ダービーラブリネス 4戦2勝 賞金 21，900，000円

３レース目



（4函館1）第4日 6月19日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 147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

191，030，000円
1，730，000円
21，400，000円
1，360，000円
23，880，000円
65，109，000円
4，015，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
481，188，300円
625，389，600円
141，459，200円
782，272，100円
357，916，600円
692，390，500円
1，257，146，400円
1，588，913，600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 5，926，676，300円

総入場人員 4，688名 （有料入場人員 4，499名）
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