
16097 7月9日 曇 良 （4函館1） 第9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

22 イ コ サ ン 牡2鹿 54 池添 謙一天野 克彦氏 長谷川浩大 浦河 三嶋牧場 460＋ 41：09．9 1．1�
33 トラネスハープ 牝2黒鹿54 横山 武史谷川 昭雄氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：10．32� 4．9�
55 ベッラフロー 牝2鹿 54 黛 弘人田畑 利彦氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 446＋ 21：10．51� 14．4�
66 スノーパトロール 牝2青鹿54 丸山 元気ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 41：10．71� 28．4�
44 エターナルジェイド 牡2鹿 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 21：11．12� 27．2�
77 タガノマカロン 牝2栗 54

51 ▲土田 真翔八木 良司氏 藤沢 則雄 新冠 八木牧場 430＋ 21：11．2� 117．3�
11 ヘ ル ス ケ ア 牝2鹿 54

52 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 450－ 61：11．51� 80．9	
（7頭）

売 得 金
単勝： 33，182，400円 複勝： 92，039，300円 枠連： 発売なし
馬連： 26，890，800円 馬単： 25，973，400円 ワイド： 27，974，400円
3連複： 33，664，400円 3連単： 131，737，900円 計： 371，462，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 180円

ワ イ ド �� 110円 �� 130円 �� 210円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 420円

票 数

単勝票数 計 331824 的中 � 229950（1番人気）
複勝票数 計 920393 的中 � 786843（1番人気）� 61010（2番人気）
馬連票数 計 268908 的中 �� 134347（1番人気）
馬単票数 計 259734 的中 �� 105503（1番人気）
ワイド票数 計 279744 的中 �� 124934（1番人気）�� 44711（2番人気）�� 17851（3番人気）
3連複票数 計 336644 的中 ��� 112167（1番人気）
3連単票数 計1317379 的中 ��� 224981（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―12．0―11．6―11．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ コ サ ン 

�
父 ビッグアーサー 


�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．6．25 函館2着

2020．1．28生 牡2鹿 母 メイショウトモシビ 母母 メイショウヤワラ 2戦1勝 賞金 8，000，000円

16098 7月9日 曇 良 （4函館1） 第9日 第2競走 1，000�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
57．7
56．8

重
重

56 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 446＋ 6 59．5 1．6�
811 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± 01：00．03 7．1�
22 ファンタジックラン 牝3黒鹿 54

52 △角田 大和 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456＋121：00．21� 49．5�
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 478＋ 21：00．3クビ 18．4�
68 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± 01：00．83 47．4	
812 フェアリーランド 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 杵臼牧場 448－ 21：00．9� 32．5

710 カルーナブルガリス 牝3鹿 54 �島 克駿ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 ディアレスト

クラブ B448－ 21：01．0� 4．4�
67 プティアンジュ 牝3青鹿54 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 398＋ 4 〃 アタマ 59．1�
44 リ カ ス テ 牝3芦 54

51 ▲鷲頭 虎太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 宮内牧場 444－101：01．1クビ 113．5

79 タレントゥーサ 牝3栗 54 松田 大作広尾レース� 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 448＋ 41：01．52� 23．3�
33 レクレールドパリ 牝3芦 54 池添 謙一吉田 千津氏 稲垣 幸雄 千歳 社台ファーム 476－ 41：02．35 73．8�
11 クリノニーナ 牝3芦 54

53 ☆秋山 稔樹栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村牧場 428＋ 81：02．51� 11．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，364，500円 複勝： 94，016，600円 枠連： 7，701，400円
馬連： 41，033，700円 馬単： 25，816，100円 ワイド： 46，665，700円
3連複： 70，136，300円 3連単： 107，673，300円 計： 424，407，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 670円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，100円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 9，860円

票 数

単勝票数 計 313645 的中 � 147722（1番人気）
複勝票数 計 940166 的中 � 635374（1番人気）� 69223（3番人気）� 10048（9番人気）
枠連票数 計 77014 的中 （5－8） 16573（2番人気）
馬連票数 計 410337 的中 �� 59171（2番人気）
馬単票数 計 258161 的中 �� 25380（2番人気）
ワイド票数 計 466657 的中 �� 53416（2番人気）�� 10031（13番人気）�� 3400（27番人気）
3連複票数 計 701363 的中 ��� 13794（14番人気）
3連単票数 計1076733 的中 ��� 7916（29番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．6―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キュートヘスティア �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2022．1．10 中山4着

2019．5．27生 牝3栗 母 バーニントウショウ 母母 サマンサトウショウ 6戦1勝 賞金 11，580，000円
〔3走成績による出走制限〕 レクレールドパリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月9日まで平地競走に出走でき

ない。

第１回 函館競馬 第９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



16099 7月9日 曇 良 （4函館1） 第9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

712 フォンメイリー 牝3栗 54 斎藤 新 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 468－ 21：47．4 3．1�

57 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 462－ 21：47．82� 3．3�
46 チアフルモーション 牝3鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 464＋221：48．75 4．0�
813 タマモケンタウルス 牡3鹿 56 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 464－ 2 〃 クビ 13．5�
22 ブレディバンチ 牝3芦 54

51 ▲大久保友雅諸江 幸祐氏 戸田 博文 登別 登別上水牧場 446－ 61：48．8� 46．3�
11 テンクウノツバサ 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 清水牧場 482＋ 21：48．9� 15．1	
69 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 436－ 21：49．42� 44．2

45 ヴィオレントアズル 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 410－ 4 〃 クビ 242．3�

711 モ ー ゲ ン 牡3栗 56 古川 吉洋宮田美恵子氏 浜田多実雄 日高 タバタファーム 442± 01：49．5クビ 285．8�
34 ファイナルアンサー 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人 キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B486± 01：49．6� 37．9�
610 メイショウヒシャ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 522－ 41：49．81� 48．7�
814 サンウエストウッド 牡3鹿 56 松田 大作加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか ウエスタンファーム 494－12 〃 クビ 35．8�
58 シュガービート 牡3黒鹿56 横山 和生 キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 2 〃 ハナ 9．0�
33 ゲ ー テ �3鹿 56

54 △角田 大和�キーファーズ 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 480－ 41：50．11� 100．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，445，400円 複勝： 37，919，600円 枠連： 8，089，400円
馬連： 39，086，600円 馬単： 18，758，400円 ワイド： 38，448，100円
3連複： 64，636，400円 3連単： 73，860，300円 計： 309，244，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 120円 � 140円 枠 連（5－7） 460円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 240円 �� 400円 �� 330円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 5，150円

票 数

単勝票数 計 284454 的中 � 71565（1番人気）
複勝票数 計 379196 的中 � 82000（2番人気）� 85671（1番人気）� 61886（3番人気）
枠連票数 計 80894 的中 （5－7） 13467（1番人気）
馬連票数 計 390866 的中 �� 49708（1番人気）
馬単票数 計 187584 的中 �� 11335（2番人気）
ワイド票数 計 384481 的中 �� 45047（1番人気）�� 22958（3番人気）�� 28557（2番人気）
3連複票数 計 646364 的中 ��� 52738（1番人気）
3連単票数 計 738603 的中 ��� 10393（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．3―43．2―56．2―1：08．3―1：21．4―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．1
1
3
12，13，1，6，4，3（2，7）－9（5，14）－10，11，8
12，7，13－9，6，4（1，11）3，10（2，8）（5，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォンメイリー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．1．22 中京5着

2019．4．17生 牝3栗 母 チャイナドール 母母 ダイナチヤイナ 6戦1勝 賞金 9，720，000円
〔発走状況〕 シュガービート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ブレディバンチ号の騎手大久保友雅は，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：5番・

1番）
※ヴィオレントアズル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16100 7月9日 曇 良 （4函館1） 第9日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・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
1：45．7
1：43．8

良
良

58 ナックフローラ 牝3鹿 54
52 △角田 大和小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 484＋ 81：49．1 84．1�

33 シャノワール 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小手川 準 新冠 ビッグレッドファーム 418± 01：49．41� 5．7�
46 ホーリーウェル 牝3栗 54

51 ▲西塚 洸二�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 398－ 21：49．61� 41．4�
814 イ ル モ ン ド 牝3黒鹿54 藤岡 佑介大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 杵臼牧場 472± 01：49．7クビ 4．9�
69 ミ ラ モ ン テ 牝3黒鹿54 黛 弘人西 浩明氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B450－ 81：49．91� 27．1	
34 マルアズール 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 410＋ 2 〃 クビ 10．5

57 サクラオーラ 牝3鹿 54 武 豊�さくらコマース田中 博康 新ひだか 谷岡牧場 432＋ 61：50．11 10．2�
22 フレイムリリー 牝3黒鹿54 菱田 裕二岡田 牧雄氏 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 430＋161：50．2� 250．9�
813 マニカルニカ 牝3栗 54 横山 武史 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 21：50．3� 3．6
610 ヴィルトブリーゼ 牝3栗 54 池添 謙一 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 440＋121：50．51� 15．6�
712 ディープクイーン 牝3鹿 54 松田 大作�コスモ・コスモ 武 英智 新ひだか 岡田牧場 390＋ 81：50．6クビ 56．8�
11 ユ イ 牝3鹿 54 斎藤 新佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 442＋ 2 〃 クビ 10．6�
711 プラティナマリア 牝3栗 54 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 折手牧場 456＋121：51．02 6．8�
45 ゲンパチソル 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 450－ 61：51．42� 156．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，976，400円 複勝： 57，278，500円 枠連： 10，195，000円
馬連： 50，425，200円 馬単： 21，107，400円 ワイド： 56，618，400円
3連複： 81，819，700円 3連単： 85，630，800円 計： 400，051，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，410円 複 勝 � 1，550円 � 200円 � 910円 枠 連（3－5） 1，520円

馬 連 �� 15，670円 馬 単 �� 37，510円

ワ イ ド �� 4，710円 �� 16，990円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 94，260円 3 連 単 ��� 874，390円

票 数

単勝票数 計 369764 的中 � 3515（12番人気）
複勝票数 計 572785 的中 � 8181（12番人気）� 98420（2番人気）� 14495（11番人気）
枠連票数 計 101950 的中 （3－5） 5184（8番人気）
馬連票数 計 504252 的中 �� 2493（43番人気）
馬単票数 計 211074 的中 �� 422（100番人気）
ワイド票数 計 566184 的中 �� 3088（43番人気）�� 847（73番人気）�� 7556（26番人気）
3連複票数 計 818197 的中 ��� 651（190番人気）
3連単票数 計 856308 的中 ��� 71（1308番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．2―37．7―50．2―1：02．3―1：14．1―1：25．5―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
8（6，9）（7，11）（3，13）（2，14）（1，12，10）－4，5
8，9（6，7，11）（3，13，5）（2，14）－12（4，10）1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナックフローラ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．9．12 中山7着

2019．2．5生 牝3鹿 母 アルマフローラ 母母 セトフローリアンⅡ 9戦1勝 賞金 7，820，000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。
（非抽選馬） 1頭 ヴァンデスト号



16101 7月9日 曇 良 （4函館1） 第9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

812 アスクドリームモア 牡2鹿 54 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 天羽牧場 482 ―1：11．1 4．5�
45 トーセンローリエ 牝2黒鹿54 �島 克駿島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 430 ―1：11．2� 12．6�
22 サクラトップクリス 牝2栗 54 横山 和生�トップフェロウ田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：11．62 27．3�
711 タイセイサーマル 牡2鹿 54

51 ▲横山 琉人田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 高昭牧場 422 ― 〃 クビ 60．8�
33 セクシーコマンドー 牡2鹿 54 丸山 元気山口 裕介氏 鈴木慎太郎 新冠 ヒカル牧場 452 ―1：11．7クビ 93．6	
68 エースオブスペーズ 牡2鹿 54 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田 猛 456 ― 〃 アタマ 12．3

11 ラクサパーナ 牝2栗 54 横山 武史 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 434 ― 〃 クビ 1．9�
44 デイズオブドリーム 牝2青 54 丹内 祐次諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 400 ―1：11．8クビ 10．3
710 ビッグヒップ 牝2黒鹿54 菱田 裕二フィールドレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 432 ―1：11．9� 10．9�
69 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 432 ― 〃 � 227．4�
813 チャイボーグ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 470 ―1：12．11� 178．8�
57 モルデュール 牡2芦 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 456 ―1：12．31� 56．2�
56 イズミアマゾネス 牝2青鹿54 岩田 康誠泉 一郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 456 ―1：12．4クビ 92．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，406，800円 複勝： 43，985，800円 枠連： 8，934，600円
馬連： 43，418，200円 馬単： 24，979，300円 ワイド： 43，764，600円
3連複： 65，207，000円 3連単： 87，198，300円 計： 364，894，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 360円 � 530円 枠 連（4－8） 960円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，210円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 42，480円

票 数

単勝票数 計 474068 的中 � 87916（2番人気）
複勝票数 計 439858 的中 � 96127（2番人気）� 28282（6番人気）� 17547（7番人気）
枠連票数 計 89346 的中 （4－8） 7168（3番人気）
馬連票数 計 434182 的中 �� 11953（10番人気）
馬単票数 計 249793 的中 �� 4446（16番人気）
ワイド票数 計 437646 的中 �� 13117（11番人気）�� 9345（14番人気）�� 4711（22番人気）
3連複票数 計 652070 的中 ��� 4583（33番人気）
3連単票数 計 871983 的中 ��� 1488（131番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．3―47．1―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスクドリームモア �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2020．5．18生 牡2鹿 母 マリンフェスタ 母母 ロングチアーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16102 7月9日 曇 良 （4函館1） 第9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

34 アメジストブラック 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：02．5 2．2�
814 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 476＋ 42：02．71� 5．5�
11 モ ズ ユ ウ ガ 牡3栗 56 荻野 琢真 �キャピタル・システム 大久保龍志 日高 株式会社

目黒牧場 484－ 62：02．8� 69．4�
712 タフトテソーロ 牡3鹿 56 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 468－ 22：02．9� 50．5�
46 シルバーリング 牝3青 54 池添 謙一杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 B452＋ 22：03．0� 5．0	
57 デザートスター 牡3鹿 56 黛 弘人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 464－ 22：03．11 12．6

58 ロードアライアンス 牡3青鹿 56

54 △角田 大和 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 428＋ 22：03．2クビ 32．7�
45 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± 02：03．3� 34．0�
610 ルクスレジーナ 牝3鹿 54 吉田 隼人杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 464＋ 22：03．4� 16．4
69 ロードブライト 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 504－ 2 〃 クビ 33．6�
22 ニューヴァージョン 牡3鹿 56 国分 恭介髙嶋 祐子氏 坂口 智康 浦河 有限会社

吉田ファーム B494－ 82：03．71� 77．0�
33 フレンドオパール 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 412＋ 22：04．44 400．1�
813 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± 0 〃 クビ 7．7�
711 ララサンシャイン 牝3栗 54

51 ▲西塚 洸二大塚 亮一氏 千田 輝彦 浦河 ディアレスト
クラブ 404－ 42：04．6� 70．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，358，800円 複勝： 48，557，900円 枠連： 8，730，400円
馬連： 42，961，100円 馬単： 18，955，300円 ワイド： 47，470，600円
3連複： 69，858，600円 3連単： 81，103，400円 計： 349，996，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 180円 � 810円 枠 連（3－8） 400円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，630円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 18，360円

票 数

単勝票数 計 323588 的中 � 116085（1番人気）
複勝票数 計 485579 的中 � 121572（1番人気）� 73435（3番人気）� 10225（11番人気）
枠連票数 計 87304 的中 （3－8） 16808（1番人気）
馬連票数 計 429611 的中 �� 49222（2番人気）
馬単票数 計 189553 的中 �� 14211（1番人気）
ワイド票数 計 474706 的中 �� 41179（2番人気）�� 7000（19番人気）�� 3672（31番人気）
3連複票数 計 698586 的中 ��� 7283（23番人気）
3連単票数 計 811034 的中 ��� 3201（48番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．9―12．5―13．0―12．8―12．1―12．3―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―35．3―47．8―1：00．8―1：13．6―1：25．7―1：38．0―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アメジストブラック �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．3．12 阪神3着

2019．3．8生 牡3青鹿 母 アメジストリング 母母 インフェイヴァー 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 アメジストブラック号の騎手藤岡佑介は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

ロードアライアンス号の騎手角田大和は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔3走成績による出走制限〕 ニューヴァージョン号・フレンドオパール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月9日まで

平地競走に出走できない。



16103 7月9日 曇 良 （4函館1） 第9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

79 イスラアネーロ 牡3栗 54 岩田 康誠堂守 貴志氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 2 58．9 3．4�
710 ユスティニアン 牡4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 426－ 6 59．22 3．4�
11 ヨドノゴールド 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 476－ 4 59．62� 8．9�
811 ミツカネプルート 牝3鹿 52

51 ☆秋山 稔樹小山田 満氏 清水 英克 日高 スウィング
フィールド牧場 432－ 4 59．8� 24．8�

812 ヤマイチエスポ 牝3鹿 52 古川 吉洋坂本 肇氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 472＋ 2 〃 ハナ 56．2�
44 グ ラ ン デ 牡3栗 54 松田 大作 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 青森 諏訪牧場 474＋ 2 〃 アタマ 15．7	
22 エヴリーサンクス 牝3鹿 52

49 ▲鷲頭 虎太フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B480＋ 81：00．01� 8．9

67 チアフルローズ 牝6青鹿55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 492＋ 41：00．1クビ 21．4�
68 キ ュ ン 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 460＋ 41：00．2� 49．3�
56 エ バ ニ ス タ 牡3鹿 54

52 △角田 大和畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 482＋ 21：00．73 4．3
33 マキアージュ 牝3鹿 52 丹内 祐次中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 バンブー牧場 458± 0 〃 クビ 37．7�
55 	 コンバットマーチ 牝5芦 55

51 ★古川 奈穂岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 米 Jay Goodwin
& Brian Foret 476－ 21：00．91� 145．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，163，700円 複勝： 48，208，500円 枠連： 8，147，800円
馬連： 45，156，900円 馬単： 21，710，400円 ワイド： 49，954，400円
3連複： 70，630，800円 3連単： 87，382，000円 計： 365，354，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 130円 � 210円 枠 連（7－7） 560円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 280円 �� 680円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 7，220円

票 数

単勝票数 計 341637 的中 � 78526（2番人気）
複勝票数 計 482085 的中 � 94500（2番人気）� 118306（1番人気）� 43499（4番人気）
枠連票数 計 81478 的中 （7－7） 11120（2番人気）
馬連票数 計 451569 的中 �� 57467（1番人気）
馬単票数 計 217104 的中 �� 15347（1番人気）
ワイド票数 計 499544 的中 �� 50068（1番人気）�� 17268（8番人気）�� 29103（4番人気）
3連複票数 計 706308 的中 ��� 29709（2番人気）
3連単票数 計 873820 的中 ��� 8774（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．1
3 ・（3，9）（1，10，11）－（6，12）4（2，8）（5，7） 4 ・（3，9）（10，11）1－12（6，4）（2，8）（5，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イスラアネーロ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2021．12．5 阪神2着

2019．4．6生 牡3栗 母 エリモフェザー 母母 リトルマーメード 7戦2勝 賞金 21，700，000円
〔制裁〕 ユスティニアン号の騎手黛弘人は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔その他〕 マキアージュ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マキアージュ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年8月9日まで出走できない。
※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 ボルタドマール号・ラージベル号

16104 7月9日 曇 良 （4函館1） 第9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

810 ロードヴァレンチ �3鹿 54
52 △角田 大和 �ロードホースクラブ 中舘 英二 浦河 大柳ファーム 468＋ 41：45．5 2．5�

33 リアルシング 牡5黒鹿57 池添 謙一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 552± 01：45．6クビ 4．7�

22 ミラキュラスライト 牡3青 54 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 482＋ 21：45．7� 5．5�

66 ヴィクトリオン �4鹿 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 496－141：46．12� 119．7�
44 � 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 B484－ 21：46．41	 42．7�
67 パーティーベル 牡3鹿 54 横山 和生原 
子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 ハナ 3．3	
78 サイモンルグラン 牡5鹿 57 武 豊澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 494－ 41：46．82� 50．1

11 � ソ ヨ ギ 牝5青鹿 55

53 △山田 敬士海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 478＋ 21：46．91 124．3�
55 サンレブンワース 牡3鹿 54 浜中 俊 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社

ケイズ 498－121：47．0クビ 76．2�
811 ベネロングポイント 牡3栗 54

53 ☆秋山 稔樹 社台レースホース和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 21：48．06 19．3�

79 � ジランドール �4鹿 57
54 ▲横山 琉人長谷川祐司氏 蛯名 正義 新ひだか チャンピオンズファーム B532－ 81：49．610 25．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，801，700円 複勝： 42，747，000円 枠連： 6，633，400円
馬連： 42，553，300円 馬単： 23，764，000円 ワイド： 40，659，300円
3連複： 64，505，600円 3連単： 93，212，400円 計： 351，876，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 150円 � 150円 枠 連（3－8） 560円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 240円 �� 280円 �� 430円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，450円

票 数

単勝票数 計 378017 的中 � 120401（1番人気）
複勝票数 計 427470 的中 � 99115（2番人気）� 66043（4番人気）� 71320（3番人気）
枠連票数 計 66334 的中 （3－8） 9063（2番人気）
馬連票数 計 425533 的中 �� 60773（2番人気）
馬単票数 計 237640 的中 �� 19254（3番人気）
ワイド票数 計 406593 的中 �� 47408（2番人気）�� 36865（4番人気）�� 21935（5番人気）
3連複票数 計 645056 的中 ��� 54885（2番人気）
3連単票数 計 932124 的中 ��� 19565（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．3―42．3―54．5―1：06．6―1：19．2―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードヴァレンチ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 アルカセット デビュー 2021．7．25 新潟13着

2019．3．8生 �3鹿 母 アンダルシア 母母 メイクアスメリー 8戦2勝 賞金 18，000，000円



16105 7月9日 曇 良 （4函館1） 第9日 第9競走 ��
��2，000�

ほ く と

北 斗 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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 フラワリングナイト 牝5青鹿55 横山 武史�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 436－ 82：01．2 7．9�
77 フローレスクイーン 牝4鹿 55 吉田 隼人�G1レーシング 田中 克典 安平 追分ファーム 506＋ 22：01．62� 2．6�
22 	
 プリファードラン 牝4鹿 55 泉谷 楓真合同会社小林英一

ホールディングス 吉岡 辰弥 米 Winches-
ter Farm B436± 02：02．23� 77．7�

33 メイショウゲキリン 牡3黒鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 502－ 22：02．3� 2．3�
66 コアレスロング 牝4黒鹿55 角田 大和小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 472＋102：02．93� 64．8�
44 カメハメハタイム 牡3栗 54 横山 和生 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 510＋ 42：04．49 3．5	
11 
 ポ ン フ ー 牡4黒鹿57 黛 弘人杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 ディアレスト

クラブ 500＋ 32：05．35 101．2

（7頭）

売 得 金
単勝： 29，445，900円 複勝： 17，300，800円 枠連： 発売なし
馬連： 34，709，600円 馬単： 20，880，000円 ワイド： 17，813，200円
3連複： 38，724，600円 3連単： 120，924，400円 計： 279，798，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 270円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，720円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 10，040円 3 連 単 ��� 52，970円

票 数

単勝票数 計 294459 的中 � 29590（4番人気）
複勝票数 計 173008 的中 � 22496（4番人気）� 42371（3番人気）
馬連票数 計 347096 的中 �� 21590（6番人気）
馬単票数 計 208800 的中 �� 6384（12番人気）
ワイド票数 計 178132 的中 �� 19340（5番人気）�� 1509（17番人気）�� 2475（9番人気）
3連複票数 計 387246 的中 ��� 2892（18番人気）
3連単票数 計1209244 的中 ��� 1655（67番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．2―12．2―12．4―12．5―12．3―12．2―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―35．4―47．6―1：00．0―1：12．5―1：24．8―1：37．0―1：48．8

コーナー
通過順位

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

2
4
7（3，4）－2，5－6＝1・（7，5）3（4，6）2＝1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フラワリングナイト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．12．7 中山4着

2017．5．2生 牝5青鹿 母 マルシアーノ 母母 ケルトシャーン 17戦2勝 賞金 22，627，000円

16106 7月9日 曇 良 （4函館1） 第9日 第10競走 ��
��1，200�

し お さ い

潮 騒 特 別
発走14時50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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：06．8
1：05．8

良
良

812 ソ ウ テ ン 牡3鹿 54 藤岡 佑介林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496－ 21：09．9 3．8�
44 シゲルファンノユメ 牡3鹿 54 横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 484± 0 〃 クビ 6．2�
710 アラモードバイオ 牡4栗 57 吉田 隼人バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 518＋ 2 〃 アタマ 11．0�
69 ヴィアドロローサ 牡3鹿 54 横山 和生 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 452＋ 41：10．0アタマ 50．3�
56 ラブリネスオーバー 牝3芦 52 西塚 洸二髙栁 �男氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 500＋ 2 〃 ハナ 6．6	
711 ハギノモーリス 牡3鹿 54 池添 謙一日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 4 〃 クビ 2．2

813 ク ム シ ラ コ 牡4栗 57 勝浦 正樹�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 464＋ 2 〃 ハナ 67．4�
68 メイショウツツジ 牝4黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 428± 01：10．1クビ 95．9
22 アスクキングコング �4黒鹿57 浜中 俊廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 444＋ 41：10．31	 18．7�
57 ジ ャ ガ ー ド 牡4芦 57 黛 弘人栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 426－ 2 〃 
 293．5�
11 � レオパルドミノル �4青鹿57 丸山 元気吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 478－ 4 〃 アタマ 86．9�
33 マイステージ 牝4鹿 55 松田 大作冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 438－ 2 〃 同着 148．3�
45 アセンダント 牝6鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 466＋ 21：10．61
 57．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 65，343，400円 複勝： 84，681，900円 枠連： 16，185，500円
馬連： 94，521，800円 馬単： 41，205，000円 ワイド： 84，651，900円
3連複： 134，349，800円 3連単： 172，736，800円 計： 693，676，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 190円 � 270円 枠 連（4－8） 880円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 430円 �� 790円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 19，600円

票 数

単勝票数 計 653434 的中 � 137423（2番人気）
複勝票数 計 846819 的中 � 183477（2番人気）� 114763（3番人気）� 64868（5番人気）
枠連票数 計 161855 的中 （4－8） 14163（4番人気）
馬連票数 計 945218 的中 �� 65568（4番人気）
馬単票数 計 412050 的中 �� 14569（7番人気）
ワイド票数 計 846519 的中 �� 54717（4番人気）�� 26886（10番人気）�� 18177（14番人気）
3連複票数 計1343498 的中 ��� 20332（15番人気）
3連単票数 計1727368 的中 ��� 6387（61番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．2―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（9，11）（5，6）3（2，12）（1，13）7（8，10）4 4 ・（9，11）（5，6）（2，3，12）（7，1，13）（8，10）4

勝馬の
紹 介

ソ ウ テ ン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Dubawi デビュー 2021．10．31 東京3着

2019．4．17生 牡3鹿 母 ミスドバウィ 母母 Coyote 8戦3勝 賞金 42，817，000円
〔制裁〕 ラブリネスオーバー号の騎手西塚洸二は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）



16107 7月9日 小雨 良 （4函館1） 第9日 第11競走 ��
��1，700�デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，R3．7．10以降R4．7．3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

デルマーサラブレッドクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

22 フルデプスリーダー 牡5鹿 55 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 490－ 41：44．0 16．1�
711 ウェルドーン 牝4鹿 53 武 豊安原 浩司氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 518＋18 〃 ハナ 21．0�
58 ロードエクレール 牡4鹿 55 斎藤 新 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 474－ 81：44．11 6．1�
712 オメガレインボー 牡6栗 56．5 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド B464－ 21：44．31� 3．3�
69 プリティーチャンス 牝5青鹿53 吉田 隼人廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 B464－ 21：44．4クビ 7．3�
57 ダンツキャッスル 牡6鹿 56 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 476－10 〃 アタマ 26．7	
46 	 ロッシュローブ 牡5青鹿55 浜中 俊水上 行雄氏 田中 克典 浦河 笠松牧場 504± 01：44．61
 5．2

610 ブラックアーメット 牡4黒鹿55 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 510＋ 21：44．81 6．2�
34 	 ヴ ィ ー ダ �7栗 54 勝浦 正樹 �スマイルファーム 鈴木慎太郎 日高 スマイルファーム 444－ 6 〃 クビ 118．3�
11 ペプチドバンブー 牡7黒鹿55 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B492－ 61：44．9クビ 123．0
45 バティスティーニ 牡9鹿 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B498－ 2 〃 クビ 27．4�
814 スマッシャー 牡4鹿 55 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 482＋ 21：45．11 27．4�
813 ディサーニング �7鹿 55 池添 謙一ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 41：45．2 27．5�
33 リアンヴェリテ 牡8鹿 57．5 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 81：46．79 28．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 97，043，800円 複勝： 152，944，600円 枠連： 43，173，000円
馬連： 242，171，300円 馬単： 81，933，400円 ワイド： 201，142，900円
3連複： 426，604，200円 3連単： 423，275，700円 計： 1，668，288，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 480円 � 610円 � 240円 枠 連（2－7） 2，740円

馬 連 �� 17，180円 馬 単 �� 37，260円

ワ イ ド �� 4，760円 �� 2，170円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 34，520円 3 連 単 ��� 362，300円

票 数

単勝票数 計 970438 的中 � 48187（6番人気）
複勝票数 計1529446 的中 � 78837（6番人気）� 59520（8番人気）� 191179（4番人気）
枠連票数 計 431730 的中 （2－7） 12168（11番人気）
馬連票数 計2421713 的中 �� 10920（47番人気）
馬単票数 計 819334 的中 �� 1649（97番人気）
ワイド票数 計2011429 的中 �� 10762（47番人気）�� 24062（27番人気）�� 24191（26番人気）
3連複票数 計4266042 的中 ��� 9266（109番人気）
3連単票数 計4232757 的中 ��� 847（906番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―12．0―12．2―12．2―12．1―12．2―12．0―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．4―42．6―54．8―1：06．9―1：19．1―1：31．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．1
1
3
8，11（2，6）13（3，4）12（1，7，9）10，14，5・（8，11）（2，6）（4，13）12，9，1，7（14，3，10）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フルデプスリーダー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．6．15 阪神3着

2017．1．28生 牡5鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 24戦5勝 賞金 129，907，000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。
（非抽選馬） 1頭 ヴェスターヴァルト号

16108 7月9日 小雨 良 （4函館1） 第9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
1：05．8

良
良

34 ドロップオブライト 牝3黒鹿 52
49 ▲鷲頭 虎太岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 21：09．4 5．9�

22 ブランデーロック 牡3栗 54 武 豊新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 460－101：09．61� 4．2�
57 メイケイバートン 牡3黒鹿 54

52 △角田 大和名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 456± 01：09．7アタマ 4．3�
712 ボルタドマール 牡3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 クビ 28．4�
33 � 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 470＋ 81：09．8クビ 27．7�
711 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 430－ 21：09．9� 43．2	
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 486＋ 6 〃 クビ 8．4

46 ア ヴ ァ ノ ス �4鹿 57 丸山 元気吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 456－ 21：10．0� 28．9�
814 ナ バ ロ ン 牡3鹿 54 菱田 裕二�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 480＋ 61：10．21� 13．9
45 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 452＋ 2 〃 ハナ 3．7�
813 ビップアクア 牝3栗 52

49 ▲小林 凌大鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 434－ 41：10．51� 95．2�
69 リーチザサミット �6青鹿57 柴山 雄一岡田 牧雄氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 460＋18 〃 アタマ 137．8�
58 タナキーボー 牡4黒鹿 57

54 ▲大久保友雅田中 俊彰氏 清水 久詞 日高 天羽 禮治 502＋ 2 〃 クビ 136．0�
610 グランチェイサー �5黒鹿57 荻野 琢真落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 442－ 61：10．6� 186．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 68，887，300円 複勝： 88，668，700円 枠連： 19，377，400円
馬連： 105，823，300円 馬単： 45，430，900円 ワイド： 98，203，000円
3連複： 162，989，100円 3連単： 197，459，600円 計： 786，839，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 180円 � 150円 枠 連（2－3） 1，000円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 430円 �� 580円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 14，570円

票 数

単勝票数 計 688873 的中 � 92430（4番人気）
複勝票数 計 886687 的中 � 105001（4番人気）� 126369（3番人気）� 174331（2番人気）
枠連票数 計 193774 的中 （2－3） 14932（4番人気）
馬連票数 計1058233 的中 �� 68708（4番人気）
馬単票数 計 454309 的中 �� 13424（8番人気）
ワイド票数 計 982030 的中 �� 60630（3番人気）�� 42309（7番人気）�� 51236（4番人気）
3連複票数 計1629891 的中 ��� 52912（5番人気）
3連単票数 計1974596 的中 ��� 9822（36番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドロップオブライト �
�
父 トーセンラー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．3．26 阪神13着

2019．3．14生 牝3黒鹿 母 プレシャスドロップ 母母 ザラストドロップ 4戦2勝 賞金 15，000，000円
※ボルタドマール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（4函館1）第9日 7月9日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

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

197，790，000円
2，870，000円
25，040，000円
1，140，000円
23，970，000円
63，836，000円
3，987，500円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
542，420，100円
808，349，200円
137，167，900円
808，751，800円
370，513，600円
753，366，500円
1，283，126，500円
1，662，194，900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 6，365，890，500円

総入場人員 4，120名 （有料入場人員 3，965名）
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