
20061 7月23日 曇 良 （29函館2）第6日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：07．8

良
良

812 キョウエイルフィー 牝2黒鹿 54
53 ☆坂井 瑠星田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 468－161：10．5 11．2�

44 タイセイアベニール 牡2鹿 54 菱田 裕二田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 446± 01：10．71� 5．1�
22 ト ラ ン プ 牡2鹿 54 吉田 隼人大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 434＋ 21：11．01� 50．0�
55 トーセンクロノス 牡2鹿 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 片岡 博 418＋ 4 〃 ハナ 10．9�
710 カ エ デ 牝2栗 54 丹内 祐次木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 470＋ 4 〃 クビ 19．2�
79 コーラルリーフ 牝2栗 54 岩田 康誠	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 416± 01：11．21 2．2

56 バ リ エ ン テ 牡2黒鹿54 浜中 俊畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 436－ 4 〃 ハナ 16．0�
11 ミトノアミーゴ 牡2栗 54

53 ☆井上 敏樹ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト
クラブ 440－ 21：11．73 180．2�

33 	 ホワイトサクセス 牝2芦 54 藤岡 康太栗山 良子氏 
島 一歩 米 Patchen Wilkes
Farm, LLC 440± 01：11．8� 6．6

67 エイプリルソング 牝2鹿 54
53 ☆木幡 初也 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 426± 0 〃 アタマ 35．9�
811 パ ス ポ ー ト 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 432－ 41：12．22� 23．2�
68 ペイシャタイガー 牡2芦 54 黛 弘人北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 ラツキー牧場 454－ 61：15．1大差 244．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，024，200円 複勝： 31，733，700円 枠連： 8，715，800円
馬連： 35，569，400円 馬単： 19，994，000円 ワイド： 27，218，000円
3連複： 56，026，400円 3連単： 77，531，200円 計： 276，812，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 410円 � 190円 � 1，060円 枠 連（4－8） 1，620円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 6，230円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 33，160円 3 連 単 ��� 202，920円

票 数

単勝票数 計 200242 的中 � 15110（5番人気）
複勝票数 計 317337 的中 � 18602（6番人気）� 55815（2番人気）� 6421（10番人気）
枠連票数 計 87158 的中 （4－8） 4154（8番人気）
馬連票数 計 355694 的中 �� 8100（12番人気）
馬単票数 計 199940 的中 �� 1955（28番人気）
ワイド票数 計 272180 的中 �� 6951（12番人気）�� 1097（43番人気）�� 2617（27番人気）
3連複票数 計 560264 的中 ��� 1267（77番人気）
3連単票数 計 775312 的中 ��� 277（421番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．8―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．0―46．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイルフィー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2017．7．9 函館3着

2015．2．28生 牝2黒鹿 母 デヒアバーズ 母母 バーズウイング 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 タイセイアベニール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10，000円。（被害馬：5

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャタイガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月23日まで平地

競走に出走できない。
※ホワイトサクセス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20062 7月23日 曇 重 （29函館2）第6日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

44 キョウワヒラリー 牝3鹿 54 岩田 康誠�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 500＋ 2 58．9 1．4�
79 コウセイキャサリン 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星杉安浩一郎氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー
クスタツド 432＋ 8 59．11� 32．6�

55 ペイシャデック 牝3鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 478＋ 2 59．52� 6．0�
22 サンレイハリケーン 牝3栗 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 440＋ 2 59．6� 20．7�
78 パルクリール 牝3黒鹿54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 2 59．81 6．4	
811 コパカバーナ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 494± 0 〃 クビ 23．3

810 ピュアアモーレ 牝3鹿 54 勝浦 正樹髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 476－ 2 〃 ハナ 30．8�
11 ハクサンステラ 牝3鹿 54 横山 和生河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 谷口牧場 414－181：00．22� 130．6�
66 マイネフレッシュ 牝3鹿 54 丹内 祐次南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 B464－ 81：00．4� 33．0
33 サンベリーニ 牝3栗 54 柴山 雄一スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 71：01．14 38．3�
67 クララフトゥーラ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 高橋 義博 新冠 飛渡牧場 430＋ 61：03．1大差 37．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，943，600円 複勝： 64，873，200円 枠連： 6，799，900円
馬連： 26，440，700円 馬単： 21，314，100円 ワイド： 19，515，600円
3連複： 38，547，600円 3連単： 78，223，400円 計： 276，658，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 310円 � 150円 枠 連（4－7） 300円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 520円 �� 190円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 5，880円

票 数

単勝票数 計 209436 的中 � 114747（1番人気）
複勝票数 計 648732 的中 � 508776（1番人気）� 10891（6番人気）� 34909（2番人気）
枠連票数 計 67999 的中 （4－7） 17389（1番人気）
馬連票数 計 264407 的中 �� 14567（4番人気）
馬単票数 計 213141 的中 �� 9926（6番人気）
ワイド票数 計 195156 的中 �� 8601（5番人気）�� 33782（1番人気）�� 4436（12番人気）
3連複票数 計 385476 的中 ��� 15973（4番人気）
3連単票数 計 782234 的中 ��� 9642（16番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．2―34．8―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワヒラリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2017．1．17 京都12着

2014．4．7生 牝3鹿 母 キョウワプラチナ 母母 グレンビーサマー 8戦1勝 賞金 12，100，000円
〔騎手変更〕 サンレイハリケーン号の騎手松岡正海は，第3回中京競馬第7日第8競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クララフトゥーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月23日まで平地競

走に出走できない。

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

第２回 函館競馬 第６日



20063 7月23日 曇 重 （29函館2）第6日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

33 サトノファイヤー 牡3栗 56
55 ☆小崎 綾也里見 治氏 村山 明 日高 下河辺牧場 472＋ 61：46．2 12．9�

77 サウンドベティ 牝3鹿 54 勝浦 正樹増田 雄一氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 B432－ 4 〃 アタマ 35．9�
44 トップゴーイング 牡3黒鹿56 浜中 俊�コオロ 昆 貢 浦河 福岡 光夫 502＋10 〃 クビ 4．1�
22 シンゼンムサシ 牡3黒鹿56 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 444＋ 21：46．41� 1．9�
78 ニシノマッハ 牡3鹿 56 吉田 隼人西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 460＋ 81：46．82� 30．2�
810 コスモメイプル 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 472－ 21：47．01� 3．8	
55 ガクチカキッズ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 466＋121：47．21 14．8

11 キタノリツメイ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 430＋ 21：48．26 140．5�
89 タイセイモーション 牝3鹿 54 荻野 琢真田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 小島牧場 454－ 4 〃 アタマ 59．9�
66 レイズアチアー 牡3栗 56 原田 和真岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 81：48．52 322．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，299，900円 複勝： 47，362，800円 枠連： 6，331，200円
馬連： 29，901，000円 馬単： 22，467，600円 ワイド： 19，403，700円
3連複： 42，117，300円 3連単： 87，245，500円 計： 276，129，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 610円 � 920円 � 380円 枠 連（3－7） 5，200円

馬 連 �� 15，520円 馬 単 �� 25，110円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 800円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 18，920円 3 連 単 ��� 181，240円

票 数

単勝票数 計 212999 的中 � 13142（4番人気）
複勝票数 計 473628 的中 � 20261（5番人気）� 12767（6番人気）� 35042（2番人気）
枠連票数 計 63312 的中 （3－7） 943（14番人気）
馬連票数 計 299010 的中 �� 1493（25番人気）
馬単票数 計 224676 的中 �� 671（42番人気）
ワイド票数 計 194037 的中 �� 2050（24番人気）�� 6504（8番人気）�� 3351（16番人気）
3連複票数 計 421173 的中 ��� 1669（42番人気）
3連単票数 計 872455 的中 ��� 349（256番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―12．1―12．8―13．5―12．1―12．1―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．6―30．7―43．5―57．0―1：09．1―1：21．2―1：33．6

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

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

勝馬の
紹 介

サトノファイヤー �
�
父 Tapit �

�
母父 Roi Normand デビュー 2016．12．10 阪神2着

2014．1．26生 牡3栗 母 ヒアトゥウィン 母母 Ascot Belle 7戦1勝 賞金 9，600，000円
〔騎手変更〕 ニシノマッハ号の騎手松岡正海は，第3回中京競馬第7日第8競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。

20064 7月23日 晴 良 （29函館2）第6日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

612 ショウナンサニー 牡3鹿 56 C．ルメール 国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 470－ 62：02．7 4．4�
11 レッドアランダ 牝3青鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 416＋ 6 〃 クビ 3．7�
815 メイショウユーコン 牝3黒鹿54 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 446－ 22：03．02 41．3�
12 クリップスプリンガ 牡3鹿 56 横山 和生山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 424＋ 2 〃 ハナ 8．1�
36 ディアラビーニア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 宗像 義忠 日高 千葉飯田牧場 418＋ 22：03．42� 21．2�
35 マックスハート 牡3栗 56

55 ☆城戸 義政スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 424± 02：03．5� 65．4	
816 ベストプレディクト 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也 
キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 480＋ 82：03．81� 15．4�
47 デンコウジェネシス 	3栗 56

55 ☆
島 克駿田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム 464＋102：04．01 35．4�
714 カパルチャルシュ 牝3芦 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 450± 0 〃 クビ 170．4
48 ベストベット 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 426－ 22：04．63� 242．2�
23 カヴァレリア 牡3鹿 56 丸山 元気 �グリーンファーム新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 500－ 82：04．81� 67．5�
611 リ ア ン ノ ン 牝3栗 54 菱田 裕二森田 藤治氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 396＋ 2 〃 アタマ 174．8�
713 エアブライス 牝3栗 54 藤岡 康太 �ラッキーフィールド池添 学 安平 ノーザンファーム 440－ 22：04．9クビ 13．7�
24 キ ク ノ デ ア 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史菊池 五郎氏 松田 国英 新ひだか 矢野牧場 406＋ 42：05．0� 171．0�
59 ミ カ ー ド 牡3芦 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 460－ 42：05．1� 16．9�
510 アドマイヤマンバイ 牡3青鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 笠松牧場 548＋202：06．48 3．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，737，000円 複勝： 38，863，700円 枠連： 11，489，800円
馬連： 40，573，500円 馬単： 21，464，300円 ワイド： 30，177，100円
3連複： 64，989，000円 3連単： 83，532，500円 計： 318，826，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 150円 � 650円 枠 連（1－6） 570円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，290円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 30，430円

票 数

単勝票数 計 277370 的中 � 49895（3番人気）
複勝票数 計 388637 的中 � 67461（2番人気）� 81698（1番人気）� 10576（9番人気）
枠連票数 計 114898 的中 （1－6） 15499（2番人気）
馬連票数 計 405735 的中 �� 37132（1番人気）
馬単票数 計 214643 的中 �� 9051（3番人気）
ワイド票数 計 301771 的中 �� 25219（1番人気）�� 3134（29番人気）�� 3942（25番人気）
3連複票数 計 649890 的中 ��� 7004（21番人気）
3連単票数 計 835325 的中 ��� 1990（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．2―48．6―1：01．1―1：13．4―1：25．6―1：38．1―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．1
1
3
・（3，13）7（2，10）（1，8）14（4，9，16）5，11（6，15）12・（3，13，10）（2，16）（4，1，7）（9，14，8）（5，11，12）（6，15）

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

勝馬の
紹 介

ショウナンサニー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 King Cugat デビュー 2016．7．23 中京7着

2014．3．13生 牡3鹿 母 ショウナンカルメン 母母 シーズライクリオ 12戦1勝 賞金 13，400，000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 ポイントオブエイム号



20065 7月23日 晴 良 （29函館2）第6日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （芝・右）
新馬；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
1：49．7
1：45．9

良
良

89 シスターフラッグ 牝2黒鹿54 岩田 康誠小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 496 ―1：51．1 8．0�
66 ノストラダムス 牡2鹿 54 池添 謙一岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 496 ―1：51．2� 6．8�
11 ジェネラーレウーノ 牡2青鹿54 C．ルメール �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム 486 ―1：51．41� 1．2�
44 パワースピネル 牝2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 増本牧場 430 ― 〃 アタマ 83．6�
22 フラッシュスタイル 牡2黒鹿54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 488 ―1：52．25 14．6�
55 ワンダーツー 牡2鹿 54 勝浦 正樹山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 静内坂本牧場 508 ― 〃 クビ 115．2	
88 ハッピーオーキッド 牝2鹿 54 K．ティータン 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480 ―1：52．62� 24．0


（香港）

77 トゥモローアンセム 牡2栗 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 坂本 智広 448 ―1：53．55 128．4�
33 ハタノガナール 牡2黒鹿54 四位 洋文 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 474 ―1：55．5大差 58．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 37，226，100円 複勝： 77，872，800円 枠連： 6，612，500円
馬連： 28，945，400円 馬単： 27，823，400円 ワイド： 20，356，800円
3連複： 39，348，400円 3連単： 110，305，500円 計： 348，490，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 120円 � 100円 � 100円 枠 連（6－8） 1，110円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 310円 �� 170円 �� 150円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 6，110円

票 数

単勝票数 計 372261 的中 � 38684（3番人気）
複勝票数 計 778728 的中 � 38051（3番人気）� 69053（2番人気）� 605175（1番人気）
枠連票数 計 66125 的中 （6－8） 4579（4番人気）
馬連票数 計 289454 的中 �� 15398（5番人気）
馬単票数 計 278234 的中 �� 6687（9番人気）
ワイド票数 計 203568 的中 �� 12897（4番人気）�� 32528（2番人気）�� 39640（1番人気）
3連複票数 計 393484 的中 ��� 75406（1番人気）
3連単票数 計1103055 的中 ��� 13069（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―36．8―49．3―1：02．3―1：15．1―1：27．1―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．0
1
3
4，5（2，6）8，7，1，9－3・（4，5，2）（8，6）（7，1）9＝3

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

勝馬の
紹 介

シスターフラッグ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スパイキュール 初出走

2015．4．17生 牝2黒鹿 母 ミラクルフラッグ 母母 ポイントフラッグ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ハッピーオーキッド号の騎手松岡正海は，第3回中京競馬第7日第8競走での落馬負傷のためK．ティータンに変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

20066 7月23日 晴 稍重 （29函館2）第6日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

44 タマモコーラス 牝3黒鹿 52
51 ☆城戸 義政タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 460＋ 6 58．2 2．0�

812 メランコリア 牝5栗 55 岩部 純二�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 482－ 6 58．41� 17．7�
11 モズワッショイ 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 414± 0 58．5クビ 23．5�
33 ボストンビリーヴ 牝7栗 55

54 ☆坂井 瑠星ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 476± 0 58．82 27．9�
55 ラガーユミリン 牝3鹿 52 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 450＋ 4 58．9クビ 12．6	
67 オールオブユー 牝5栗 55

54 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋ 4 59．32� 7．8


68 トーホウレジーナ 牝3栗 52 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 458－ 2 〃 クビ 4．0�

56 マコトパパヴェロ 牝3栗 52 丹内 祐次�ディアマント 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 488＋ 4 〃 ハナ 6．9�
79 ユキノマルガリータ 牝7鹿 55 黛 弘人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 472－ 8 59．61� 133．6
710 コンプレアンノ 牝3鹿 52

51 ☆木幡 初也柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 430＋131：00．02 167．2�
811 ミ デ ィ 牝4鹿 55

54 ☆井上 敏樹窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 442＋101：00．85 103．8�
22 	 ラブオールミー 牝4鹿 55 小林 徹弥栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 456－ 21：01．33 371．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，842，100円 複勝： 29，857，300円 枠連： 8，447，000円
馬連： 35，343，900円 馬単： 20，930，200円 ワイド： 21，989，500円
3連複： 46，372，700円 3連単： 78，459，100円 計： 263，241，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 290円 � 370円 枠 連（4－8） 1，390円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 550円 �� 760円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 7，410円 3 連 単 ��� 20，920円

票 数

単勝票数 計 218421 的中 � 86319（1番人気）
複勝票数 計 298573 的中 � 100919（1番人気）� 20343（6番人気）� 14599（7番人気）
枠連票数 計 84470 的中 （4－8） 4704（4番人気）
馬連票数 計 353439 的中 �� 24059（4番人気）
馬単票数 計 209302 的中 �� 8654（5番人気）
ワイド票数 計 219895 的中 �� 10702（5番人気）�� 7483（11番人気）�� 2007（26番人気）
3連複票数 計 463727 的中 ��� 4690（24番人気）
3連単票数 計 784591 的中 ��� 2718（75番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．4―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．3
3 8（4，11）（1，7）12（3，5）6，9，2－10 4 ・（8，4）1（12，11，7）（3，5，6）9－（2，10）

勝馬の
紹 介

タマモコーラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．11．5 京都11着

2014．4．16生 牝3黒鹿 母 タマモメロディ 母母 ニューメロディ 8戦2勝 賞金 18，100，000円
〔騎手変更〕 メランコリア号の騎手松岡正海は，第3回中京競馬第7日第8競走での落馬負傷のため岩部純二に変更。



20067 7月23日 晴 稍重 （29函館2）第6日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

22 ガ ン コ 牡4青鹿57 北村 友一杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 488± 01：44．6 2．7�
11 ケルティックソード 牡4栗 57 C．ルメール 吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 490＋ 21：44．7� 5．6�
44 タイキオールブルー 牡5青鹿57 国分 恭介�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム B454－ 21：45．01� 8．2�
810 アストロノーティカ 牡3鹿 54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 61：45．32 7．3�
79 オーシャンビュー 牡4鹿 57 柴山 雄一冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 438－ 41：45．61� 29．6�
67 マルターズゲイル 牡4青鹿57 勝浦 正樹藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 482－ 41：45．7� 103．5	
55 ウインランブル 牡4鹿 57 岩田 康誠
ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 472＋101：45．91 36．7�
33 トリプライト 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B454－ 41：46．43 16．8�
66 ショウブニデル 牡3青鹿54 池添 謙一小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 B496－ 21：46．72 5．0
811 ウインミストレス 牝3黒鹿52 丹内 祐次
ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 468＋141：47．44 67．8�
78 スペシャルホース 牡3黒鹿54 藤岡 佑介田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B510＋101：48．03� 8．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，908，500円 複勝： 31，654，600円 枠連： 7，554，300円
馬連： 40，203，500円 馬単： 21，104，900円 ワイド： 25，512，200円
3連複： 53，861，600円 3連単： 83，290，700円 計： 289，090，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 180円 � 170円 枠 連（1－2） 700円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 310円 �� 310円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 259085 的中 � 74268（1番人気）
複勝票数 計 316546 的中 � 67146（1番人気）� 42150（4番人気）� 45215（2番人気）
枠連票数 計 75543 的中 （1－2） 8319（2番人気）
馬連票数 計 402035 的中 �� 42495（2番人気）
馬単票数 計 211049 的中 �� 12200（2番人気）
ワイド票数 計 255122 的中 �� 21743（3番人気）�� 21785（2番人気）�� 8657（9番人気）
3連複票数 計 538616 的中 ��� 23611（3番人気）
3連単票数 計 832907 的中 ��� 9713（7番人気）

ハロンタイム 7．2―10．5―11．0―11．6―12．5―12．8―13．4―13．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―17．7―28．7―40．3―52．8―1：05．6―1：19．0―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3
8－6，1－7，2，10，4－9（5，11）－3
8＝6（1，2）（7，4，10）5，9，11－3

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

勝馬の
紹 介

ガ ン コ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．7．5 函館2着

2013．3．12生 牡4青鹿 母 シングアップロック 母母 アンティーケリー 22戦3勝 賞金 44，700，000円
〔騎手変更〕 スペシャルホース号の騎手松岡正海は，第3回中京競馬第7日第8競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。

20068 7月23日 晴 良 （29函館2）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

11 クリノサンスーシ 牝4鹿 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 442＋ 21：49．8 3．3�
711 テリトーリアル 牡3栗 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 4 〃 クビ 8．3�
812� サンライズサーカス 牡4青鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 514＋ 21：49．9� 27．3�
33 ルナーランダー 牡4栗 57 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 81：50．11� 3．2�
813 モンテエベレスト 	7青鹿 57

56 ☆井上 敏樹毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 490－ 2 〃 アタマ 86．6�
45 キョウワベルナルド 牡3鹿 54 北村 友一�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 466＋ 61：50．31� 14．0	
710 ヤマニンルサリー 牝3鹿 52 勝浦 正樹土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 442＋ 21：50．72� 16．2

69 ミエノインパルス 牡3栗 54

53 ☆坂井 瑠星里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 490＋ 61：50．8クビ 9．2�
44 ウインシトリン 牝3黒鹿 52

51 ☆木幡 初也�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 450＋241：51．11� 76．9
56 � ダディーズギフト 	6鹿 57

54 ▲横山 武史田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 422＋ 4 〃 クビ 309．3�
22 � ウイングエンペラー 牡4栗 57 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 480＋ 21：51．41
 141．7�
57 メイショウカマクラ 牡4青鹿57 吉田 隼人松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 528＋ 21：52．03� 8．8�
68 アスターサムソン 	4鹿 57 池添 謙一加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：53．59 10．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，044，600円 複勝： 26，875，400円 枠連： 10，373，000円
馬連： 41，924，100円 馬単： 22，325，900円 ワイド： 26，287，900円
3連複： 58，941，400円 3連単： 87，473，500円 計： 297，245，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 240円 � 530円 枠 連（1－7） 1，190円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，490円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 10，460円 3 連 単 ��� 47，820円

票 数

単勝票数 計 230446 的中 � 54727（2番人気）
複勝票数 計 268754 的中 � 56388（1番人気）� 27906（4番人気）� 10281（9番人気）
枠連票数 計 103730 的中 （1－7） 6748（5番人気）
馬連票数 計 419241 的中 �� 20191（4番人気）
馬単票数 計 223259 的中 �� 5552（10番人気）
ワイド票数 計 262879 的中 �� 11078（7番人気）�� 4466（20番人気）�� 2421（30番人気）
3連複票数 計 589414 的中 ��� 4224（44番人気）
3連単票数 計 874735 的中 ��� 1326（184番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―12．5―12．6―12．4―11．9―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―37．3―49．9―1：02．3―1：14．2―1：26．0―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノサンスーシ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．8．29 小倉5着

2013．4．16生 牝4鹿 母 スターオブジュニパー 母母 Good Luck Charm 29戦3勝 賞金 43，928，000円
〔騎手変更〕 キョウワベルナルド号の騎手松岡正海は，第3回中京競馬第7日第8競走での落馬負傷のため北村友一に変更。



20069 7月23日 晴 稍重 （29函館2）第6日 第9競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走14時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

710 ノースランドボーイ �5青 57 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B496＋ 21：44．9 4．3�
33 モルゲンロート 牡4鹿 57 原田 和真武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 482＋141：45．0	 14．5�
44 ロバストミノル 牡4栗 57 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 504＋ 21：45．42	 2．2�
67 リキサンダイオー 牡4黒鹿57 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 464－ 21：45．5	 12．8�
11 カズマペッピーノ 牡3黒鹿54 岩田 康誠合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 486－ 4 〃 ハナ 24．0�
56 リンガスヴィグラス 牝5鹿 55 丹内 祐次伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 478＋101：45．71 111．2	
55 テ ィ ー コ ア 牡3栗 54 蛯名 正義深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B490＋ 41：45．91 8．6

68 クラウンロマン 牝4芦 55 横山 和生矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 452－ 41：46．0
 64．6�
811 ダンツブレーブ 牡3芦 54 北村 友一山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 450± 01：46．21� 8．7�
79 サマーサプライズ 牡3鹿 54 国分 恭介吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 438－ 6 〃 クビ 45．3
22 ジュアンマリエ 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 452＋ 41：46．73 29．4�

812 チ ェ ス 牝3黒鹿 52
49 ▲横山 武史諸岡 慶氏 久保田貴士 日高 北田 剛 456＋ 41：46．8
 14．3�
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売 得 金
単勝： 28，913，700円 複勝： 38，490，400円 枠連： 12，213，800円
馬連： 55，520，500円 馬単： 31，085，500円 ワイド： 35，347，100円
3連複： 79，921，600円 3連単： 139，264，900円 計： 420，757，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 330円 � 120円 枠 連（3－7） 2，610円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 910円 �� 220円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 15，310円

票 数

単勝票数 計 289137 的中 � 53455（2番人気）
複勝票数 計 384904 的中 � 66277（2番人気）� 18756（7番人気）� 119849（1番人気）
枠連票数 計 122138 的中 （3－7） 3614（10番人気）
馬連票数 計 555205 的中 �� 13026（14番人気）
馬単票数 計 310855 的中 �� 5561（16番人気）
ワイド票数 計 353471 的中 �� 8637（14番人気）�� 47713（1番人気）�� 16453（6番人気）
3連複票数 計 799216 的中 ��� 41048（3番人気）
3連単票数 計1392649 的中 ��� 6594（47番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．8―42．2―54．5―1：06．4―1：18．8―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノースランドボーイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．6．14 東京6着

2012．4．11生 �5青 母 ノッティングギャル 母母 ウェディングダイヤ 33戦3勝 賞金 46，300，000円
〔騎手変更〕 モルゲンロート号の騎手松岡正海は，第3回中京競馬第7日第8競走での落馬負傷のため原田和真に変更。

20070 7月23日 晴 良 （29函館2）第6日 第10競走 ��
��2，000�

ま つ ま え

松 前 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 バ ル デ ス 牡3栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：01．6 2．3�
810 クラウンディバイダ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 478＋ 42：01．91� 14．6�
11 スティッフェリオ 牡3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 クビ 9．0�
77 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 蛯名 正義西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 534－ 42：02．0クビ 8．5�
33 コスモアルヘナ 牡5青鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 492＋ 22：02．21	 46．9	
55 シャインアロー 
5栗 57 丸山 元気岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 464＋ 4 〃 ハナ 26．7

78 オリエントワークス 牝4鹿 55 浜中 俊�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 484＋ 22：02．3� 6．7�
44 � ルグランフリソン 牡4鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 480＋ 22：02．51	 3．7�
89 ラヴアンドポップ 牡4鹿 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 22：03．03 20．1
66 ダブルイーグル 牡9鹿 57 柴山 雄一田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 484＋ 82：03．1� 129．3�
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売 得 金
単勝： 41，073，400円 複勝： 48，631，600円 枠連： 16，108，500円
馬連： 72，361，500円 馬単： 39，276，700円 ワイド： 42，462，500円
3連複： 95，702，500円 3連単： 169，885，600円 計： 525，502，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 370円 � 260円 枠 連（2－8） 1，350円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 450円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 21，540円

票 数

単勝票数 計 410734 的中 � 139481（1番人気）
複勝票数 計 486316 的中 � 108922（1番人気）� 28009（7番人気）� 43315（5番人気）
枠連票数 計 161085 的中 （2－8） 9211（6番人気）
馬連票数 計 723615 的中 �� 21491（9番人気）
馬単票数 計 392767 的中 �� 8346（14番人気）
ワイド票数 計 424625 的中 �� 10526（13番人気）�� 26259（4番人気）�� 5307（24番人気）
3連複票数 計 957025 的中 ��� 12887（21番人気）
3連単票数 計1698856 的中 ��� 5718（82番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―12．6―12．5―12．3―12．3―12．0―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．4―49．0―1：01．5―1：13．8―1：26．1―1：38．1―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ ル デ ス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 東京1着

2014．3．14生 牡3栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 5戦3勝 賞金 36，269，000円
〔騎手変更〕 シャインアロー号の騎手松岡正海は，第3回中京競馬第7日第8競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
〔発走状況・騎手変更〕 クラウンディバイダ号の騎手吉田隼人は，下見所で落馬。検査のため藤岡佑介に変更。検量及び装鞍の

やり直しのため発走時刻4分遅延。



20071 7月23日 晴 良 （29函館2）第6日 第11競走 ��
��1，200�第49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 560，000円 160，000円 80，000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
1：09．2
1：07．8

良
良

611 カ シ ア ス 牡2鹿 54 浜中 俊 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 484＋ 81：10．0 3．0�

48 ウインジェルベーラ 牝2栗 54 丹内 祐次�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 472－ 6 〃 アタマ 87．2�
47 ア リ ア 牝2栗 54 丸山 元気樋口 稔氏 沖 芳夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：10．1� 7．7�
23 � デルマキセキ 牝2鹿 54 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie

Bloodstock 460－ 41：10．2クビ 20．5�
24 パ ッ セ 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 486＋ 21：10．3	 8．1	
12 ナンヨープランタン 牡2黒鹿54 岩田 康誠中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：10．51	 5．1

612 リンガラポップス 牡2青鹿54 北村 友一吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 468－ 41：10．6� 18．8�
713 スズカマンサク 牝2鹿 54 K．ティータン 永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 410－ 21：10．81 23．6�

（香港）

510 ダンツクレイオー 牝2鹿 54 池添 謙一山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 ハナ 18．7
816 ジェッシージェニー 牝2栗 54 菱田 裕二松田 整二氏 牧浦 充徳 平取 びらとり牧場 434＋ 61：10．9	 22．8�
36 ガウラミディ 牝2栗 54 城戸 義政村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484－ 21：11．0� 131．8�
35 ベイビーキャズ 牡2鹿 54 C．ルメール 大塚Ry’sCLUB 矢野 英一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 438＋101：11．21	 7．7�
59 
 ヤマノファイト 牡2鹿 54 阿部 龍山口 明彦氏 村上 正和 平取 山口 明彦 510＋ 41：12．05 125．3�

（北海道） （北海道）

11 サンダベンポート 牝2鹿 54 中井 裕二加藤 信之氏 中野 栄治 むかわ 真壁 信一 434＋ 4 〃 クビ 145．4�
815 キタノユウキ 牡2鹿 54 柴山 雄一河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 504＋ 61：12．53 62．6�
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714� モルトアレグロ 牝2青鹿54 吉田 隼人吉田 千津氏 武井 亮 米

Town And Country
Horse Farms, LLC &
Frank & Kim Taylor

― （出走取消）

売 得 金
単勝： 143，481，400円 複勝： 151，845，500円 枠連： 80，218，800円
馬連： 421，431，800円 馬単： 179，512，500円 ワイド： 171，018，400円
3連複： 652，973，400円 3連単： 961，798，500円 計： 2，762，280，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 1，330円 � 230円 枠 連（4－6） 940円

馬 連 �� 15，620円 馬 単 �� 22，890円

ワ イ ド �� 4，350円 �� 460円 �� 6，270円

3 連 複 ��� 27，510円 3 連 単 ��� 175，020円

票 数

単勝票数 差引計1434814（返還計 154） 的中 � 384449（1番人気）
複勝票数 差引計1518455（返還計 47） 的中 � 369053（1番人気）� 20556（12番人気）� 165179（3番人気）
枠連票数 差引計 802188（返還計 12） 的中 （4－6） 65990（3番人気）
馬連票数 差引計4214318（返還計 937） 的中 �� 20905（40番人気）
馬単票数 差引計1795125（返還計 455） 的中 �� 5880（71番人気）
ワイド票数 差引計1710184（返還計 255） 的中 �� 9591（44番人気）�� 105672（2番人気）�� 6618（55番人気）
3連複票数 差引計6529734（返還計 3205） 的中 ��� 17798（82番人気）
3連単票数 差引計9617985（返還計 2988） 的中 ��� 3984（497番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―11．6―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．5―46．1―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ シ ア ス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2017．6．18 函館2着

2015．3．27生 牡2鹿 母 ラブディラン 母母 ゴンチャローワ 3戦2勝 賞金 39，360，000円
〔出走取消〕 モルトアレグロ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ウインジェルベーラ号の騎手松岡正海は，第3回中京競馬第7日第8競走での落馬負傷のため丹内祐次に変更。
※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 ホワイトサクセス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

20072 7月23日 晴 良 （29函館2）第6日 第12競走 ��
��1，200�

し お さ い

潮 騒 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．7．23以降29．7．16まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 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
1：06．5

良
良

612 コパノチャンス 牡4栗 54 丸山 元気小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 B490± 01：09．1 15．8�
47 ラホーヤビーチ 牝5青鹿52 横山 武史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 472－ 2 〃 クビ 8．5�
12 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿54 菱田 裕二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478－ 2 〃 アタマ 16．1�
24 クードラパン 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 504± 01：09．2クビ 7．0�
35 ネオフレグランス 牝3青鹿51 吉田 隼人 �キャロットファーム 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 6 〃 クビ 5．0	
510 クラウンアイリス 牝6栗 53 北村 友一�クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 408＋ 61：09．3クビ 10．2

816 シルヴァーコード 牝5芦 53 K．ティータン 田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 474－ 4 〃 クビ 7．0�

（香港）

11 レッドカーペット 牡4栗 54 池添 謙一 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 530＋121：09．51� 8．7�
713� フジノパンサー 牡4鹿 57 四位 洋文久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 490－ 21：09．6クビ 6．2
611 キッズライトオン 牡5栗 54 藤岡 佑介瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420＋ 21：09．7	 21．2�
815 マ ユ キ 牝6栗 51 
島 克駿稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 490＋ 61：09．91� 71．5�
23 ペイシャオブロー 牡5鹿 55 黛 弘人北所 直人氏 青木 孝文 平取 二風谷ファーム 498－ 61：10．0	 53．0�
59 レヴァンタール �8鹿 51 井上 敏樹岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 458＋101：10．31	 86．2�
714 ワイルドドラゴン 牡7鹿 54 勝浦 正樹窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 528－ 8 〃 ハナ 124．5�
48 トゥルームーン 牝5鹿 52 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム B502＋121：10．51 44．8�
36 � チェリースプリング 牝3芦 51 木幡 初也櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 大成牧場 442＋ 21：10．6	 30．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，782，600円 複勝： 80，713，600円 枠連： 36，991，700円
馬連： 135，628，400円 馬単： 56，814，700円 ワイド： 80，661，300円
3連複： 207，083，300円 3連単： 267，958，400円 計： 920，634，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 490円 � 300円 � 380円 枠 連（4－6） 3，280円

馬 連 �� 6，840円 馬 単 �� 16，090円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 3，070円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 26，250円 3 連 単 ��� 166，180円

票 数

単勝票数 計 547826 的中 � 27674（8番人気）
複勝票数 計 807136 的中 � 40972（9番人気）� 75790（4番人気）� 56169（8番人気）
枠連票数 計 369917 的中 （4－6） 8728（21番人気）
馬連票数 計1356284 的中 �� 15349（33番人気）
馬単票数 計 568147 的中 �� 2647（72番人気）
ワイド票数 計 806613 的中 �� 10809（27番人気）�� 6718（42番人気）�� 9924（34番人気）
3連複票数 計2070833 的中 ��� 5916（99番人気）
3連単票数 計2679584 的中 ��� 1169（634番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．1―11．4―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．8―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノチャンス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2015．9．27 中山4着

2013．4．27生 牡4栗 母 サクラコールミー 母母 サクラユスラウメ 14戦3勝 賞金 31，207，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イアペトス号・イキオイ号・イーグルアモン号・レンイングランド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３レース目



（29函館2）第6日 7月23日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重後稍重

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

224，400，000円
5，060，000円
16，530，000円
1，650，000円
26，350，000円
60，082，500円
4，077，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
466，277，100円
668，774，600円
211，856，300円
963，843，700円
484，113，800円
519，950，100円
1，435，885，200円
2，224，968，800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 6，975，669，600円

総入場人員 9，003名 （有料入場人員 7，460名）



平成29年度 第2回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 860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

1，204，590，000円
25，170，000円
89，480，000円
8，110，000円
130，760，000円
346，678，500円
22，887，000円
8，256，000円

勝馬投票券売得金
2，394，232，400円
3，376，509，900円
998，377，500円
4，865，643，400円
2，486，073，400円
2，818，433，900円
7，354，443，800円
11，757，641，600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 36，051，355，900円

総入場延人員 40，122名 （有料入場延人員 34，385名）
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