
16085 7月3日 曇 稍重 （4函館1） 第8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 5，200，000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
1：08．7
1：07．5

良
良

33 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 492＋ 21：11．0 4．8�
44 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 450＋ 8 〃 ハナ 2．9�
810 ルーチェステラーレ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 456＋ 61：11．1アタマ 7．4�
22 メイショウギシオー 牡2栗 54 岩田 康誠松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 508－ 61：11．31� 6．1�
67 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± 01：11．72 8．6	
78 トロピカルヒーロー 牡2鹿 54 菱田 裕二田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 奥山牧場 476＋101：11．81 18．9

55 レイズミーアップ 牡2鹿 54 川島 信二松田 整二氏 荒川 義之 浦河 富塚ファーム 414± 01：12．33 152．7�
66 ツ キ ガ ミ 牡2鹿 54 丹内 祐次巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 416－ 41：12．83� 24．9�
811 ピ ス テ ィ ス 牝2栗 54 丸山 元気�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 418＋ 21：12．9� 35．4
11 ウィズアットダンス 牝2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 398＋ 61：13．32� 9．4�

79 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 410－ 61：13．93� 222．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，792，000円 複勝： 48，940，500円 枠連： 6，974，000円
馬連： 46，137，700円 馬単： 23，706，500円 ワイド： 45，442，400円
3連複： 69，348，900円 3連単： 87，693，900円 計： 359，035，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 120円 � 190円 枠 連（3－4） 640円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 250円 �� 710円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 9，700円

票 数

単勝票数 計 307920 的中 � 53017（2番人気）
複勝票数 計 489405 的中 � 92566（2番人気）� 129528（1番人気）� 51942（4番人気）
枠連票数 計 69740 的中 （3－4） 8358（1番人気）
馬連票数 計 461377 的中 �� 56283（1番人気）
馬単票数 計 237065 的中 �� 13760（2番人気）
ワイド票数 計 454424 的中 �� 53661（1番人気）�� 14657（10番人気）�� 22009（5番人気）
3連複票数 計 693489 的中 ��� 28065（4番人気）
3連単票数 計 876939 的中 ��� 6548（25番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンゼンイズモ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Kingmambo デビュー 2022．6．19 函館5着

2020．5．7生 牡2鹿 母 ビジュアルショック 母母 Reach for the Moon 2戦1勝 賞金 5，900，000円

16086 7月3日 曇 稍重 （4函館1） 第8日 第2競走 1，000�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 5，200，000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

22 タイガークリスエス 牡3黒鹿56 武 豊伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 470－ 2 59．4 7．6�
811 オーブラック 牡3青鹿56 丹内 祐次加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 B502＋ 2 〃 クビ 1．7�
68 キリシマタウン 牡3栗 56

54 △角田 大和西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 444＋ 4 59．61 4．7�
55 ルルネージュ 牝3芦 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 武市 康男 浦河 宮内牧場 476＋ 21：00．02� 85．6�
33 メイショウカンギク 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 466＋ 21：00．1� 70．8�
710 イデアファイブ 牝3鹿 54 黛 弘人益田 修一氏 本間 忍 浦河 市正牧場 422＋ 4 〃 アタマ 165．0	
11 サリーチャン 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹栗山 道郎氏 石栗 龍彦 浦河トラストスリーファーム 442－ 21：00．41� 17．5

67 タイセイプロシード 牡3黒鹿56 �島 克駿田中 成奉氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B484＋22 〃 アタマ 6．8�
44 タイセイレーヴ 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 酒井牧場 504－ 41：00．61� 38．3�
812 シ ゲ ル ボ ス �3鹿 56 松田 大作森中 蕃氏 小島 茂之 様似 中村 俊紀 B466－ 81：00．7� 20．8
56 ア マ ゴ 牝3鹿 54 柴山 雄一越村 哲男氏 田島 俊明 浦河 栄進牧場 454＋101：01．12� 180．5�
79 オーケードリーム 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人小野 建氏 相沢 郁 新ひだか 山際セントラルスタッド 460＋141：01．2� 39．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，823，000円 複勝： 85，675，900円 枠連： 8，519，700円
馬連： 44，929，000円 馬単： 29，137，100円 ワイド： 47，218，700円
3連複： 81，157，300円 3連単： 122，680，200円 計： 456，140，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 520円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 240円 �� 400円 �� 160円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 4，760円

票 数

単勝票数 計 368230 的中 � 38622（4番人気）
複勝票数 計 856759 的中 � 57455（3番人気）� 554755（1番人気）� 96391（2番人気）
枠連票数 計 85197 的中 （2－8） 12654（2番人気）
馬連票数 計 449290 的中 �� 59737（2番人気）
馬単票数 計 291371 的中 �� 13816（6番人気）
ワイド票数 計 472187 的中 �� 46543（2番人気）�� 24672（5番人気）�� 91169（1番人気）
3連複票数 計 811573 的中 ��� 115101（1番人気）
3連単票数 計1226802 的中 ��� 18678（11番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―11．9―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイガークリスエス �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．6．6 中京11着

2019．5．8生 牡3黒鹿 母 コフィーチャン 母母 ウ ィ ギ ン グ 11戦1勝 賞金 9，860，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 アマゴ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月3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） 2頭 プティアンジュ号・ペイシャアート号

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



16087 7月3日 曇 稍重 （4函館1） 第8日 第3競走 1，700�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 5，200，000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

67 キタノセレナード 牡3鹿 56 吉田 隼人北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 444－ 21：45．2 1．5�
812 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 B490－ 21：46．69 7．2�
79 ロルバーンスカイ 牡3鹿 56 丹内 祐次ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ B448＋ 21：47．02� 4．5�
44 タロマイスター 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅髙岡 浩行氏 杉山 佳明 新冠 アサヒ牧場 480＋ 41：47．1� 221．1�
68 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 B490－ 21：48．27 10．7�
33 メ ル ト 牡3鹿 56 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 中脇 満 490± 01：48．62� 10．8	
11 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 470＋ 61：49．02� 24．6

22 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 B448＋ 21：49．2� 108．8�
56 ダンスデミルリトン 牡3青鹿 56

53 ▲横山 琉人岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 船越牧場 450± 0 〃 アタマ 192．5�
55 ライブリインパクト 牡3鹿 56 水口 優也加藤 哲郎氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 B466－ 21：49．83� 308．6
710 ビューティフルラブ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 422－ 41：50．86 74．7�
811 デエスデュヴァン 牝3栗 54 �島 克駿 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 454＋181：57．9大差 165．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，243，000円 複勝： 65，446，300円 枠連： 7，752，600円
馬連： 46，204，400円 馬単： 28，036，400円 ワイド： 40，901，900円
3連複： 68，861，100円 3連単： 106，097，000円 計： 406，542，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 200円 �� 160円 �� 280円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，450円

票 数

単勝票数 計 432430 的中 � 216254（1番人気）
複勝票数 計 654463 的中 � 376350（1番人気）� 63942（3番人気）� 74215（2番人気）
枠連票数 計 77526 的中 （6－8） 14242（2番人気）
馬連票数 計 462044 的中 �� 69242（2番人気）
馬単票数 計 280364 的中 �� 31250（2番人気）
ワイド票数 計 409019 的中 �� 51850（2番人気）�� 75231（1番人気）�� 31856（3番人気）
3連複票数 計 688611 的中 ��� 132068（1番人気）
3連単票数 計1060970 的中 ��� 52927（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．7―41．9―54．4―1：07．0―1：19．9―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

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 6戦1勝 賞金 12，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビューティフルラブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月3日まで平地

競走に出走できない。
デエスデュヴァン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月3日まで平地競
走に出走できない。

16088 7月3日 晴 稍重 （4函館1） 第8日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

612� スーリールダンジュ 牝3黒鹿54 武 豊ゴドルフィン 中内田充正 英 Crimbourne
Bloodstock Ltd 476＋101：10．2 3．8�

48 ウ ム ラ ウ ト 牝3青鹿54 斎藤 新�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 382＋101：10．4� 41．2�

611 マヒナライズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 418＋ 41：10．5� 4．4�
11 ジェネラルウィル 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹 �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 456－ 21：10．6� 38．1�
12 ヒロシゲパール 牝3鹿 54 松田 大作�ウエストヒルズ 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 B482＋ 8 〃 クビ 12．1	
24 ウォータージーニー 牡3黒鹿56 浜中 俊山岡 正人氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 486－ 41：10．7クビ 22．2

47 ニャンチンノン 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 藤春 修二 454＋ 4 〃 クビ 48．0�
815 リーセフィヨルド 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 468－ 41：10．91� 8．8�
36 フ ー レ イ 牝3鹿 54 	島 克駿小林竜太郎氏 新谷 功一 浦河 佐々木 恵一 442＋ 21：11．0� 11．1
23 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 460＋ 6 〃 ハナ 5．0�
59 コスモプルエバ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 61：11．21� 11．8�
713 アメトリンルナ 牝3栗 54 丸山 元気ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 秋場牧場 440－ 4 〃 アタマ 39．1�
816 バ リ オ ー レ 牝3鹿 54

52 △角田 大和 �社台レースホース上村 洋行 千歳 社台ファーム B440－ 41：11．4� 28．5�
35 � ワンダフルサマー 
3鹿 56 丸田 恭介ゴドルフィン 小島 茂之 英 Dance Thor-

oughbreds B472－ 6 〃 アタマ 373．9�
714� フウジンショウジョ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人�レッドマジック田島 俊明 米
John D. Gunther,
Eurowest Bloodstock
& Tony Chedraoui

496＋16 〃 アタマ 174．7�
510 ルージュエピス 牝3芦 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 464＋ 41：12．35 92．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，488，800円 複勝： 71，715，200円 枠連： 14，697，700円
馬連： 59，936，600円 馬単： 27，200，500円 ワイド： 66，927，900円
3連複： 104，280，400円 3連単： 109，319，700円 計： 496，566，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 800円 � 160円 枠 連（4－6） 2，390円

馬 連 �� 10，010円 馬 単 �� 18，060円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 370円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 11，420円 3 連 単 ��� 79，330円

票 数

単勝票数 計 424888 的中 � 88575（1番人気）
複勝票数 計 717152 的中 � 115616（2番人気）� 16262（12番人気）� 145296（1番人気）
枠連票数 計 146977 的中 （4－6） 4757（10番人気）
馬連票数 計 599366 的中 �� 4640（37番人気）
馬単票数 計 272005 的中 �� 1129（66番人気）
ワイド票数 計 669279 的中 �� 5495（35番人気）�� 52611（1番人気）�� 5986（29番人気）
3連複票数 計1042804 的中 ��� 6847（36番人気）
3連単票数 計1093197 的中 ��� 999（262番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．6―46．3―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スーリールダンジュ �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2022．4．17 福島2着

2019．3．18生 牝3黒鹿 母 Coyote 母母 Caramba 2戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 ジェネラルウィル号の騎手秋山稔樹は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：2番）
※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 デルマゴモリー号
（非抽選馬） 1頭 ゼフィアス号



16089 7月3日 晴 良 （4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 シーウィザード 牡2鹿 54 浜中 俊岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 日高 シンボリ牧場 456 ―1：51．7 8．9�
66 ルクスグローリア 牡2鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 宮田 敬介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494 ―1：51．8� 2．0�
22 ヴェンチュラムーン 牡2鹿 54

51 ▲横山 琉人西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 420 ―1：52．75 5．8�
11 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 ―1：53．12� 5．9�
33 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 446 ―1：54．05 50．7�
55 プエルトボニータ 牡2栗 54 武 豊谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484 ―1：54．1� 6．6	
44 カ イ ラ シ 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 酒井牧場 428 ―1：54．42 14．2�
77 キタノグリエル 牡2鹿 54 吉田 隼人北所 直人氏 萱野 浩二 えりも 能登 浩 468 ―1：55．25 68．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 62，532，100円 複勝： 42，889，900円 枠連： 発売なし
馬連： 49，902，300円 馬単： 30，721，500円 ワイド： 37，110，500円
3連複： 60，386，900円 3連単： 119，767，100円 計： 403，310，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 170円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 300円 �� 410円 �� 210円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 6，960円

票 数

単勝票数 計 625321 的中 � 59270（5番人気）
複勝票数 計 428899 的中 � 46452（5番人気）� 143103（1番人気）� 69411（2番人気）
馬連票数 計 499023 的中 �� 50480（3番人気）
馬単票数 計 307215 的中 �� 9291（9番人気）
ワイド票数 計 371105 的中 �� 30122（4番人気）�� 20721（6番人気）�� 50506（1番人気）
3連複票数 計 603869 的中 ��� 55729（1番人気）
3連単票数 計1197671 的中 ��� 12470（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．4―49．9―1：03．3―1：16．8―1：29．0―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F34．9
1
3
8，4－5（2，6）7，3，1
8，4（5，6）（7，1）2－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シーウィザード 
�
父 ビーチパトロール 

�
母父 メジロベイリー 初出走

2020．4．7生 牡2鹿 母 メリーウェザー 母母 パシフィックベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16090 7月3日 晴 良 （4函館1） 第8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

711 ビヨンドザリミット 牝3鹿 54
52 △角田 大和フィールドレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 462＋102：02．6 56．4�

22 バ レ ル 牡3青鹿56 吉田 隼人 �CHEVAL AT-
TACHE 杉山 晴紀 浦河 高岸 順一 470－ 42：02．81 6．2�

69 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 472＋ 4 〃 クビ 14．2�
710 オウケンムーンアイ 牝3鹿 54 �島 克駿福井 明氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B434＋122：02．9クビ 16．7�
45 コスモゴレアドール 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 422± 02：03．11� 33．2	
33 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 480± 0 〃 ハナ 4．2

68 ウィングローリー 牡3鹿 56 松田 大作原田 豊氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 ハナ 13．2�
11 グランドゴールド 牡3栗 56 丸山 元気田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 440－102：03．2� 4．3�
813 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 472＋ 22：03．52 4．3
812 クリノインパクト 牡3青鹿56 武 豊栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 462－ 22：03．81� 26．4�
56 ウインシュプリーム 牡3鹿 56 岩田 康誠�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 450± 0 〃 アタマ 13．6�
44 スズカマース 牝3青鹿54 浜中 俊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 472＋ 2 〃 アタマ 80．1�
57 マルカフロンターレ 牡3鹿 56 横山 和生日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 490＋122：03．9� 69．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，098，000円 複勝： 59，729，900円 枠連： 10，200，900円
馬連： 51，505，900円 馬単： 22，558，200円 ワイド： 53，740，000円
3連複： 85，071，900円 3連単： 90，549，200円 計： 411，454，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，640円 複 勝 � 1，960円 � 230円 � 350円 枠 連（2－7） 4，950円

馬 連 �� 19，430円 馬 単 �� 45，600円

ワ イ ド �� 5，270円 �� 7，880円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 37，550円 3 連 単 ��� 334，930円

票 数

単勝票数 計 380980 的中 � 5398（11番人気）
複勝票数 計 597299 的中 � 6547（12番人気）� 81379（4番人気）� 45765（5番人気）
枠連票数 計 102009 的中 （2－7） 1594（23番人気）
馬連票数 計 515059 的中 �� 2054（52番人気）
馬単票数 計 225582 的中 �� 371（110番人気）
ワイド票数 計 537400 的中 �� 2578（50番人気）�� 1717（60番人気）�� 14205（10番人気）
3連複票数 計 850719 的中 ��� 1699（115番人気）
3連単票数 計 905492 的中 ��� 196（857番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．2―47．6―1：00．3―1：12．9―1：25．7―1：38．1―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．9
1
3
・（2，3）13－11－9－6，5，10，8－4－12，1－7
2（3，13）（11，9）5，6（8，10）（12，4）－1，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビヨンドザリミット �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2021．12．18 中山5着

2019．5．9生 牝3鹿 母 マチカネタマカズラ 母母 Sweet and Ready 4戦1勝 賞金 5，900，000円



16091 7月3日 晴 稍重 （4函館1） 第8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 7，700，000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

34 フローラルビアンカ 牝3黒鹿52 藤岡 佑介ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 480＋101：45．4 27．3�
57 レリジールダモーレ 牝3栗 52

49 ▲横山 琉人 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 448＋181：45．61� 23．2�
45 ラ ズ ラ イ ト 牝3鹿 52

51 ☆秋山 稔樹スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 築紫 洋 434＋ 81：45．81� 14．0�
610 スカンジナビア 牝3栗 52

50 △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 444－ 61：46．0� 3．0�

712 チ ャ プ リ 牝3栗 52 横山 武史西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 474＋ 61：46．32 4．8	
33 セ レ ッ ソ 牝3黒鹿52 横山 和生中村 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 478＋22 〃 アタマ 9．4

11 � テンナイトパール 牝6鹿 55 勝浦 正樹天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 490－ 61：46．51� 154．8�
813 ケイツーマルカ 牝4鹿 55 武 豊楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 502－ 21：46．92� 23．9�
46 レスペディーザ 牝4鹿 55 池添 謙一�NICKS 松永 幹夫 日高 スマイルファーム 440＋12 〃 ハナ 4．4
58 � ウインホノカ 牝6鹿 55

53 △山田 敬士山口謙太郎氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 426＋ 61：47．0� 238．3�
22 マ ヤ ロ ー ザ 牝4栗 55

54 ☆泉谷 楓真�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 448＋ 21：47．42� 49．2�
69 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 452－ 21：47．61 85．8�
814 メイショウヒメゴゼ 牝3栗 52 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 470± 01：48．02� 7．0�
711� キャットリング 牝4青鹿 55

51 ★古川 奈穂榊原 浩一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 2 〃 クビ 147．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，920，200円 複勝： 51，481，600円 枠連： 10，295，000円
馬連： 51，295，100円 馬単： 23，100，100円 ワイド： 49，909，000円
3連複： 80，035，800円 3連単： 93，555，600円 計： 399，592，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 850円 � 770円 � 360円 枠 連（3－5） 6，570円

馬 連 �� 16，730円 馬 単 �� 44，760円

ワ イ ド �� 3，880円 �� 5，650円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 74，470円 3 連 単 ��� 467，770円

票 数

単勝票数 計 399202 的中 � 11658（9番人気）
複勝票数 計 514816 的中 � 15245（9番人気）� 17025（8番人気）� 40963（6番人気）
枠連票数 計 102950 的中 （3－5） 1214（20番人気）
馬連票数 計 512951 的中 �� 2376（40番人気）
馬単票数 計 231001 的中 �� 387（96番人気）
ワイド票数 計 499090 的中 �� 3321（39番人気）�� 2268（47番人気）�� 3430（38番人気）
3連複票数 計 800358 的中 ��� 806（160番人気）
3連単票数 計 935556 的中 ��� 145（915番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．2―41．7―54．5―1：06．9―1：19．9―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．5
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フローラルビアンカ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．8．21 札幌8着

2019．3．30生 牝3黒鹿 母 ビアンカシェボン 母母 ミルズウィスパー 6戦2勝 賞金 13，570，000円

16092 7月3日 晴 良 （4函館1） 第8日 第8競走 ��1，800�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 7，700，000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
1：45．7
1：43．8

良
良

55 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 480－ 21：49．0 2．7�

22 ダ イ ム 牝3栗 52 横山 和生五十川雅規氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 444＋ 41：49．32 2．0�
44 ユキノプリンセス 牝3青鹿 52

50 △角田 大和井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 468－ 21：49．4� 28．0�
77 アルマイナンナ 牝5芦 55 菱田 裕二コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 450－ 81：49．72 56．4�
810� クリノサンシャイン 牝5鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 448＋221：49．8クビ 136．1�
66 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± 01：50．01� 34．8

78 	 ショベルヘッド 
4鹿 57 藤岡 佑介長谷川祐司氏 古賀 慎明 米 Siena

Farms LLC 472＋ 4 〃 クビ 30．9�
33 スマートワン 牡4青鹿57 武 豊橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 486＋ 8 〃 ハナ 4．7�
11 ガルブグリーン 牝3黒鹿 52

49 ▲横山 琉人斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 442± 01：51．06 23．3
89 タマモエース 牡3栗 54

51 ▲小林 凌大タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 458± 01：52．48 73．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 33，212，800円 複勝： 46，843，000円 枠連： 6，510，800円
馬連： 35，812，700円 馬単： 24，812，800円 ワイド： 31，726，600円
3連複： 60，093，700円 3連単： 120，759，500円 計： 359，771，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 110円 � 260円 枠 連（2－5） 300円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 170円 �� 810円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 4，890円

票 数

単勝票数 計 332128 的中 � 97131（2番人気）
複勝票数 計 468430 的中 � 65520（2番人気）� 254833（1番人気）� 19099（4番人気）
枠連票数 計 65108 的中 （2－5） 16814（1番人気）
馬連票数 計 358127 的中 �� 109081（1番人気）
馬単票数 計 248128 的中 �� 38580（1番人気）
ワイド票数 計 317266 的中 �� 63478（1番人気）�� 8154（10番人気）�� 11584（4番人気）
3連複票数 計 600937 的中 ��� 29639（2番人気）
3連単票数 計1207595 的中 ��� 17889（10番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．2―12．4―12．1―12．1―12．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．1―48．5―1：00．6―1：12．7―1：25．0―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

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 5戦2勝 賞金 23，527，000円



16093 7月3日 晴 良 （4函館1） 第8日 第9競走 1，200�函館道新スポーツ杯
発走14時15分 （芝・右）

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

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．0

良
良

611 バトーデュシエル 牝5鹿 55 岩田 康誠山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B478－ 21：09．4 13．3�
48 モンファボリ 牝4鹿 55 武 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－ 21：09．61� 3．1�
36 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 480＋ 8 〃 クビ 76．9�
815 メイショウエニシア 牝4青鹿55 藤岡 佑介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 450＋ 4 〃 ハナ 7．7�
24 エコロデイジー 牝4鹿 55 菱田 裕二原村 正紀氏 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 490＋ 81：09．7� 35．6	
510 デルマカンノン 牝4鹿 55 秋山 稔樹浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 454＋ 21：09．8クビ 61．8

59 カバーガール 牝4黒鹿55 浜中 俊石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 478＋ 41：09．9� 91．7�
713 リ ト ス 牝3鹿 52 斎藤 新ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 410＋ 41：10．0� 23．0
714 メイショウツワブキ 牝4栗 55 松田 大作松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 494－ 2 〃 ハナ 26．3�
23 メイショウツツジ 牝4黒鹿55 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 428－ 41：10．1� 22．4�
612 トップキャスト 牝3栗 52 �島 克駿�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：10．31 9．3�
35 ラ ヴ ケ リ ー 牝4鹿 55 池添 謙一水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 454± 01：10．4� 9．0�
11 イルヴェントドーロ 牝6鹿 55 角田 大和兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 458－ 2 〃 ハナ 125．5�
12 ディキシークイーン 牝5鹿 55 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 498＋ 6 〃 クビ 103．2�
47 セリノーフォス 牝3鹿 52 吉田 隼人 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 460＋141：10．5� 4．3�
816 エテルナメンテ 牝3青鹿52 横山 琉人ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 41：10．81� 15．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，904，700円 複勝： 71，088，200円 枠連： 18，200，400円
馬連： 79，335，100円 馬単： 32，057，900円 ワイド： 76，475，500円
3連複： 138，008，100円 3連単： 139，948，600円 計： 605，018，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 320円 � 150円 � 1，250円 枠 連（4－6） 600円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 660円 �� 6，080円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 15，650円 3 連 単 ��� 126，350円

票 数

単勝票数 計 499047 的中 � 29983（6番人気）
複勝票数 計 710882 的中 � 51905（6番人気）� 165200（1番人気）� 10944（13番人気）
枠連票数 計 182004 的中 （4－6） 23227（2番人気）
馬連票数 計 793351 的中 �� 46027（4番人気）
馬単票数 計 320579 的中 �� 5686（11番人気）
ワイド票数 計 764755 的中 �� 31859（4番人気）�� 3107（61番人気）�� 7803（31番人気）
3連複票数 計1380081 的中 ��� 6611（52番人気）
3連単票数 計1399486 的中 ��� 803（419番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．7―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―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4F46．9―3F35．8
3 15－12（13，14，16）（1，11）（5，7）（2，4，10，8）（6，9）3 4 15－12（13，14，16，11）（1，5，8）（2，7）（4，10，6）9，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バトーデュシエル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．6．30 中京2着

2017．1．23生 牝5鹿 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 18戦3勝 賞金 48，957，000円

16094 7月3日 晴 稍重 （4函館1） 第8日 第10競走 ��
��1，700�

た っ ぴ ざ き

竜 飛 崎 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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

55 � ブラッティーキッド 牡4栗 57 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新ひだか 高橋フアーム B500－ 21：44．1 1．5�
89 � ラヴィータエベラ 牡5黒鹿57 吉田 隼人平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 506－ 2 〃 クビ 5．6�
810 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 488＋ 41：44．2	 12．1�
77 メイショウナリヒラ 牡4栗 57 武 豊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 41：44．62	 22．9�
11 シンヨモギネス 牡4鹿 57 横山 武史岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480± 01：45．02 16．0�
22 ブルーコンパクタ 牡6鹿 57 
島 克駿村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 464＋ 2 〃 ハナ 77．8	
66 アースライザー �5栗 57 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 B482＋ 41：45．42	 26．3�
44 バルサミックムーン �5鹿 57 菱田 裕二高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 504＋121：45．6� 17．9�
78 サクセスエース 牡4栗 57 横山 琉人鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 B484± 0 〃 アタマ 76．0
33 ロ ス コ フ 牡4鹿 57 横山 和生吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 496－ 21：46．34 7．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 58，536，900円 複勝： 69，942，900円 枠連： 15，293，600円
馬連： 69，242，700円 馬単： 42，394，200円 ワイド： 69，077，300円
3連複： 109，401，000円 3連単： 192，094，200円 計： 625，982，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 210円 枠 連（5－8） 290円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 250円 �� 380円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 4，330円

票 数

単勝票数 計 585369 的中 � 292855（1番人気）
複勝票数 計 699429 的中 � 266483（1番人気）� 97994（2番人気）� 54595（4番人気）
枠連票数 計 152936 的中 （5－8） 40559（1番人気）
馬連票数 計 692427 的中 �� 112579（1番人気）
馬単票数 計 423942 的中 �� 51711（1番人気）
ワイド票数 計 690773 的中 �� 80793（1番人気）�� 46499（3番人気）�� 17781（10番人気）
3連複票数 計1094010 的中 ��� 45755（4番人気）
3連単票数 計1920942 的中 ��� 32152（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．5―42．8―55．2―1：07．4―1：19．6―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ブラッティーキッド �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 タヤスツヨシ

2018．5．3生 牡4栗 母 デザートレジーナ 母母 レジュイール 13戦2勝 賞金 33，171，000円
初出走 JRA



16095 7月3日 晴 良 （4函館1） 第8日 第11競走
函館市市制施行100周年記念

��
��1，800�

ともえ

巴 賞
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

函館市長賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

33 ホウオウピースフル 牝5栗 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 496－ 61：48．4 6．3�
79 ワールドリバイバル 牡4鹿 56 菱田 裕二鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 510－ 4 〃 ハナ 4．8�
22 サトノクロニクル 牡8鹿 57 斎藤 新 �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 B472－ 61：48．61 49．5�
56 ウインイクシード 牡8黒鹿57 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 21：48．7	 6．1�
710 モンブランテソーロ 牡6鹿 56 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 浦河 市川フアーム 484－ 2 〃 クビ 5．2�
811 ランフォザローゼス 
6鹿 57 武 豊窪田 芳郎氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 496－ 41：48．8	 24．4	
55 ロードマックス 牡4鹿 56 松田 大作 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 81：48．9クビ 6．8

67 ハーメティキスト 牡6鹿 56 池添 謙一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 7．4�
812 ウインアグライア 牝4鹿 54 黛 弘人�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム B478± 01：49．11� 65．3
11 アイスバブル 牡7芦 59 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 474＋ 6 〃 ハナ 34．3�
44 ジェネラーレウーノ 牡7青鹿59 丹内 祐次 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム B520＋ 61：49．63 63．0�
68 ベルダーイメル 牡5鹿 56 吉田 隼人ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 458± 01：50．77 7．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 87，547，900円 複勝： 104，678，100円 枠連： 43，113，300円
馬連： 229，595，900円 馬単： 81，953，800円 ワイド： 147，600，000円
3連複： 385，424，100円 3連単： 434，019，000円 計： 1，513，932，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 200円 � 880円 枠 連（3－7） 870円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，500円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 23，090円 3 連 単 ��� 97，260円

票 数

単勝票数 計 875479 的中 � 109544（4番人気）
複勝票数 計1046781 的中 � 132658（3番人気）� 158781（1番人気）� 24269（10番人気）
枠連票数 計 431133 的中 （3－7） 38145（3番人気）
馬連票数 計2295959 的中 �� 112306（3番人気）
馬単票数 計 819538 的中 �� 18419（8番人気）
ワイド票数 計1476000 的中 �� 60247（5番人気）�� 10523（38番人気）�� 10591（37番人気）
3連複票数 計3854241 的中 ��� 12516（76番人気）
3連単票数 計4340190 的中 ��� 3235（352番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．0―12．2―12．3―12．0―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．8―48．0―1：00．3―1：12．3―1：24．3―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウピースフル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．18 札幌1着

2017．3．27生 牝5栗 母 ツルマルワンピース 母母 ツルマルグラマー 14戦3勝 賞金 72，041，000円
〔制裁〕 ワールドリバイバル号の騎手菱田裕二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・2

番）

16096 7月3日 晴 稍重 （4函館1） 第8日 第12競走 1，000�3歳以上1勝クラス
発走16時05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

710 カルネアサーダ 牝3芦 52 �島 克駿吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 460＋ 6 58．3 1．4�
812� 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 B508± 0 58．61� 14．5�
67 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 482± 0 59．02� 21．2�
811 ア カ ザ 牝3鹿 52 丹内 祐次鈴木 康弘氏 伊坂 重信 むかわ 上水牧場 432± 0 59．32 23．4�
33 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 496＋ 2 59．61� 7．0�
79 サンランシング 牝4青鹿 55

52 ▲小林 凌大 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社
ケイズ B482＋12 〃 クビ 91．8	

22 ル ア ル 牡3鹿 54 吉田 隼人
ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 グランデファーム 510－ 2 59．7� 5．5�
55 クレイジーリッチ 牡4栗 57 菱田 裕二江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 498－ 2 〃 クビ 61．5�
68 � ディアナグラン 牝4栗 55

54 ☆秋山 稔樹湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 484－ 71：00．44 60．5
56 マイネルアミスター 牡4鹿 57

54 ▲横山 琉人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 丸村村下

ファーム 504＋ 61：01．25 32．5�
44 ク リ オ ズ ナ 牝4栗 55

53 △角田 大和 
サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム B450± 01：01．51� 157．5�
（11頭）

11 サ ノ カ ポ 牝4黒鹿 55
51 ★古川 奈穂佐野 信幸氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 434－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 94，064，600円 複勝： 110，890，400円 枠連： 21，874，500円
馬連： 123，591，700円 馬単： 69，487，100円 ワイド： 108，651，300円
3連複： 192，159，800円 3連単： 324，547，800円 計： 1，045，267，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 240円 � 220円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 330円 �� 300円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 4，020円

票 数

単勝票数 差引計 940646（返還計 3641） 的中 � 516815（1番人気）
複勝票数 差引計1108904（返還計 6724） 的中 � 452854（1番人気）� 79114（5番人気）� 89552（4番人気）
枠連票数 差引計 218745（返還計 6489） 的中 （7－8） 33342（2番人気）
馬連票数 差引計1235917（返還計 20817） 的中 �� 132221（4番人気）
馬単票数 差引計 694871（返還計 10829） 的中 �� 58697（4番人気）
ワイド票数 差引計1086513（返還計 24835） 的中 �� 87983（4番人気）�� 99405（3番人気）�� 18638（15番人気）
3連複票数 差引計1921598（返還計 71838） 的中 ��� 91992（4番人気）
3連単票数 差引計3245478（返還計 97835） 的中 ��� 58443（7番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―23．2―34．8―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カルネアサーダ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．6．26 札幌2着

2019．2．27生 牝3芦 母 ハラペーニョペパー 母母 レッドチリペッパー 9戦2勝 賞金 24，360，000円
〔競走除外〕 サノカポ号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し，疾病〔顔部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅

延。
〔制裁〕 サノカポ号の騎手古川奈穂は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

カルネアサーダ号の騎手�島克駿は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サノカポ号は，令和4年7月4日から令和4年8月2日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調

教再審査。
※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 ヨドノゴールド号

３レース目



（4函館1）第8日 7月3日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 145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

209，930，000円
3，020，000円
24，010，000円
1，220，000円
26，350，000円
64，663，000円
3，987，500円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
617，164，000円
829，321，900円
163，432，500円
887，489，100円
435，166，100円
774，781，100円
1，434，229，000円
1，941，031，800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 7，082，615，500円

総入場人員 5，231名 （有料入場人員 5，094名）
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