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17001 6月16日 曇 良 （30函館1）第1日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3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
1：06．8
1：06．5

良
良

11 ケイディーズネイル 牝3栗 54 丸山 元気田島 大史氏 青木 孝文 新冠 長浜牧場 422＋ 61：09．1 5．7�
36 ヤマニンヌヌース 牝3鹿 54 藤岡 佑介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B446＋101：09．31 5．5�
612 ゴールドシャッツ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 426± 01：09．4� 3．5�
24 � スカイシーアキラ 牝3鹿 54 川島 信二松本 俊廣氏 山内 研二 英 Mr Kouki

Hayashi 462－ 2 〃 クビ 31．1�
48 � アメリカンドミンゴ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉澤 克己氏 今野 貞一 米 Queen Of The

Night Syndicate 412＋141：09．5� 4．5�
611 ミフトゥーロ 牝3鹿 54 勝浦 正樹藤田 在子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 B452＋ 21：09．82 7．5	
816 チムニースイーパー 牡3芦 56 国分 恭介吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 404＋ 81：10．11	 48．0

510 デルマシードル 牝3鹿 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 430＋ 2 〃 アタマ 94．9�
12 シ ー カ ー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也松田 整二氏 林 徹 平取 びらとり牧場 B444± 01：10．2クビ 130．6�
35 � ハ ナ オ ウ ギ 牝3鹿 54 黛 弘人�ヒダカファーム和田 雄二 米 Taihei

Stud Farm 428＋10 〃 アタマ 205．8
23 ペイシャプレゼント 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 418＋ 81：10．3	 29．3�
815 ショーコーズ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 436± 0 〃 ハナ 12．6�
59 アルマアノン 牝3青鹿54 北村 友一コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 450＋ 4 〃 アタマ 35．0�
714 コ ル ニ ヨ ン 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 436＋101：10．61	 53．5�
713 キュプリーヌス 牝3鹿 54 五十嵐冬樹�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 414－ 2 〃 アタマ 121．2�

（北海道）

47 セイルフィッシュ 牝3鹿 54 藤岡 康太�下河辺牧場 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 462－181：11．77 53．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，295，000円 複勝： 32，242，400円 枠連： 11，552，600円
馬連： 39，901，400円 馬単： 18，899，800円 ワイド： 30，203，200円
3連複： 58，708，900円 3連単： 65，756，500円 計： 274，559，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 170円 � 130円 枠 連（1－3） 1，380円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 540円 �� 450円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 11，300円

票 数

単勝票数 計 172950 的中 � 24093（4番人気）
複勝票数 計 322424 的中 � 50019（2番人気）� 41108（4番人気）� 78912（1番人気）
枠連票数 計 115526 的中 （1－3） 6453（7番人気）
馬連票数 計 399014 的中 �� 22197（6番人気）
馬単票数 計 188998 的中 �� 4988（13番人気）
ワイド票数 計 302032 的中 �� 14043（6番人気）�� 17172（4番人気）�� 19274（3番人気）
3連複票数 計 587089 的中 ��� 24956（4番人気）
3連単票数 計 657565 的中 ��� 4216（32番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．0―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．8―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイディーズネイル �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．12．28 阪神3着

2015．2．25生 牝3栗 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト 5戦1勝 賞金 8，800，000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 レファレンスブック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

17002 6月16日 曇 良 （30函館1）第1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）

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

22 アテンフラワー 牝3青鹿54 岩田 康誠河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 474＋18 59．9 3．4�
811 リンクスナナ 牝3栗 54 松岡 正海目谷 一幸氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 452＋ 81：00．21� 2．5�
44 カ ト レ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 田湯牧場 458－ 61：00．62� 6．4�
11 ブ チ ャ コ 牝3青鹿54 城戸 義政西村 和夫氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 516＋141：00．81� 9．1�
33 リネンゴール 牝3鹿 54 丸山 元気戸山 光男氏 坂口 正則 日高 坪田 信作 432－ 2 〃 ハナ 20．8�
67 キンゲショウ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也	グランド牧場 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434－ 61：01．22� 151．1


710 トモジャオール 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 山際牧場 462＋ 21：01．41� 13．2�

68 ラベンダーパープル 牡3黒鹿56 藤岡 康太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 436－ 41：01．61� 56．4
55 アランフェスリリー 牝3鹿 54 荻野 琢真大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 482－121：02．02� 207．1�
812 ベストミライ 牝3芦 54 武 豊松尾 正氏 藤原 辰雄 青森 諏訪牧場 492－12 〃 クビ 12．4�
79 タケショウエリック 牡3青鹿 56

55 ☆井上 敏樹	ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 424－ 41：02．1� 17．1�
56 フリックフラック 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ラ・メール 田村 康仁 日高 浜本牧場 488－ 21：02．73� 88．6�
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売 得 金
単勝： 16，574，600円 複勝： 25，015，000円 枠連： 7，330，500円
馬連： 27，876，100円 馬単： 15，305，300円 ワイド： 20，424，900円
3連複： 37，670，700円 3連単： 51，114，700円 計： 201，311，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 120円 � 140円 枠 連（2－8） 400円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 220円 �� 370円 �� 320円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，390円

票 数

単勝票数 計 165746 的中 � 38410（2番人気）
複勝票数 計 250150 的中 � 50361（2番人気）� 61276（1番人気）� 42122（3番人気）
枠連票数 計 73305 的中 （2－8） 14024（1番人気）
馬連票数 計 278761 的中 �� 44748（1番人気）
馬単票数 計 153053 的中 �� 12044（2番人気）
ワイド票数 計 204249 的中 �� 26764（1番人気）�� 12983（3番人気）�� 15785（2番人気）
3連複票数 計 376707 的中 ��� 30298（1番人気）
3連単票数 計 511147 的中 ��� 10917（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．3―35．1―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アテンフラワー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．3．4 阪神6着

2015．5．18生 牝3青鹿 母 フラワーチャンプ 母母 キタノファンタジー 4戦1勝 賞金 7，750，000円
※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 ミキノトムトム号・レノカズマ号

第１回 函館競馬 第１日



17003 6月16日 曇 良 （30函館1）第1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
1：40．9

不良
重

77 キミワテンマ 牡3鹿 56 吉田 隼人浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：48．3 7．0�
55 ブルレジーナ 牝3栗 54 武 豊髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 450＋121：48．72� 7．2�
44 サンライズコロン 牡3栗 56 丸山 元気松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 464＋ 41：49．12� 2．8�
22 ランパートエース 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 出口牧場 472－ 81：49．41� 5．9�
66 ヴァローレネロ 牡3青 56 岩田 康誠程田 真司氏 矢野 英一 日高 チャンピオン

ズファーム 436＋ 2 〃 クビ 19．5�
33 スプレンジーナ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太�長浜牧場 大和田 成 千歳 社台ファーム 408＋ 81：49．71� 47．0	
89 メイショウアドリア 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 490＋101：49．8クビ 6．3

78 トップダウン 牡3芦 56 C．ルメール 石川 達絵氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋ 8 〃 クビ 5．2�
11 キサラギコマチ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 酒井 亨 458－ 21：49．9� 193．4�
810 レッツゴーキティ 牡3鹿 56 荻野 琢真廣崎利洋HD 梅田 智之 千歳 社台ファーム 434－101：50．0� 44．3�
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売 得 金
単勝： 21，422，700円 複勝： 28，104，000円 枠連： 7，477，500円
馬連： 31，586，500円 馬単： 17，329，400円 ワイド： 22，158，200円
3連複： 39，694，000円 3連単： 61，017，500円 計： 228，789，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 180円 � 180円 � 130円 枠 連（5－7） 990円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 770円 �� 330円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 13，970円

票 数

単勝票数 計 214227 的中 � 24440（5番人気）
複勝票数 計 281040 的中 � 36234（4番人気）� 34915（6番人気）� 71497（1番人気）
枠連票数 計 74775 的中 （5－7） 5841（5番人気）
馬連票数 計 315865 的中 �� 10046（14番人気）
馬単票数 計 173294 的中 �� 2761（26番人気）
ワイド票数 計 221582 的中 �� 6591（14番人気）�� 18218（3番人気）�� 18258（2番人気）
3連複票数 計 396940 的中 ��� 17098（5番人気）
3連単票数 計 610175 的中 ��� 3165（56番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―31．2―44．0―56．8―1：09．3―1：22．0―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キミワテンマ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Bering デビュー 2017．6．10 東京5着

2015．2．12生 牡3鹿 母 ディナータイム 母母 Dinner Out 11戦1勝 賞金 14，950，000円

17004 6月16日 晴 良 （30函館1）第1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

610 ハ イ ド ラ ン 牝3黒鹿54 藤岡 康太五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 462－ 22：01．8 8．5�
47 バイオスパーク 牡3黒鹿56 藤岡 佑介宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 462－ 4 〃 クビ 2．6�
35 パシュパティナート 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋102：02．0� 2．9�
22 ヒロシゲセブン 牡3鹿 56 池添 謙一�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 498－ 82：02．1� 17．2�
34 ス ペ イ シ ー 牡3黒鹿56 国分 優作石川 達絵氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B450－ 8 〃 クビ 77．4�
11 コスモグラトナス 牡3青 56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 22：02．2クビ 58．3

46 ウインリベロ 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 22：02．41� 12．9�
814 フリーダムソート 牡3栗 56 国分 恭介西森 鶴氏 西村 真幸 様似 清水スタッド 450－ 42：02．61� 11．4
23 ゴールドシスター 牝3栗 54 吉田 隼人居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 414－122：02．7� 22．1�
611 メイショウゴウリキ 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 476± 0 〃 ハナ 17．4�
59 ウインタリエンテ 牝3芦 54 黛 弘人�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 418－ 62：03．23 43．3�
712 レッドミスティ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 402－ 62：03．51� 116．6�
58 ス ク ー プ 牡3栗 56 菱田 裕二石川 達絵氏 角田 晃一 新冠 須崎牧場 474＋102：03．6クビ 79．5�
713 デンコウスティール 牡3鹿 56 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 446＋ 4 〃 クビ 388．2�
815 ピンクダイキリ 牝3鹿 54 丸山 元気髙橋 大氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム B442－ 42：07．2大差 60．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，646，200円 複勝： 34，517，200円 枠連： 10，256，800円
馬連： 36，589，100円 馬単： 18，697，700円 ワイド： 29，401，100円
3連複： 51，364，500円 3連単： 64，657，700円 計： 267，130，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 170円 � 110円 � 120円 枠 連（4－6） 600円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 330円 �� 530円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 9，180円

票 数

単勝票数 計 216462 的中 � 20139（3番人気）
複勝票数 計 345172 的中 � 37183（3番人気）� 96604（1番人気）� 75169（2番人気）
枠連票数 計 102568 的中 （4－6） 13103（2番人気）
馬連票数 計 365891 的中 �� 27569（2番人気）
馬単票数 計 186977 的中 �� 4609（8番人気）
ワイド票数 計 294011 的中 �� 21180（2番人気）�� 12163（6番人気）�� 46689（1番人気）
3連複票数 計 513645 的中 ��� 34257（2番人気）
3連単票数 計 646577 的中 ��� 5106（19番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．9―12．4―13．0―12．3―11．7―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．6―48．0―1：01．0―1：13．3―1：25．0―1：37．2―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．8
1
3
10（14，15）（1，5）8（7，12，13）（4，3，6，9）11，2・（10，14）（1，5，8）9（7，11，6）4，3（15，12）2，13

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

勝馬の
紹 介

ハ イ ド ラ ン �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．1．28 京都12着

2015．5．26生 牝3黒鹿 母 ミミオブパラダイス 母母 ヘヴンリーアドヴァイス 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピンクダイキリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月16日まで平地競

走に出走できない。



17005 6月16日 晴 良 （30函館1）第1日 第5競走 ��1，000�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
57．2
55．0

良
良

22 ウインスピリタス 牡2鹿 54 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 456 ― 57．4 39．8�
11 ロードワンダー 牡2青鹿54 C．ルメール �ロードホースクラブ 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 418 ― 57．82� 1．4�
88 ナムラシェパード 牡2鹿 54 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 468 ― 〃 クビ 4．5�
44 ヤマチョウヴォイス 牡2黒鹿54 岩田 康誠長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 446 ― 58．12 7．0�
33 ラ ラ ン ジ ャ 牝2栗 54 松岡 正海 H.F Association 伊藤 伸一 平取 協栄組合 408 ― 58．41� 40．5�
55 パ シ ュ ー ト 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史	ターフ・スポート竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 426 ― 59．03� 14．7

77 ヌ チ グ ス イ 牡2芦 54 丸山 元気小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 434 ― 59．63� 46．2�
89 グラマラススカイ 牝2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 西橋 豊治 新冠 アラキフアーム 436 ―1：00．77 61．6�
66 トレンディダーム 牝2栃栗54 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 410 ―1：09．2大差 94．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，225，100円 複勝： 60，934，000円 枠連： 5，318，500円
馬連： 29，320，900円 馬単： 25，872，900円 ワイド： 21，392，000円
3連複： 36，537，700円 3連単： 95，987，700円 計： 305，588，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，980円 複 勝 � 370円 � 110円 � 120円 枠 連（1－2） 1，650円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 8，070円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，020円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 32，510円

票 数

単勝票数 計 302251 的中 � 6446（5番人気）
複勝票数 計 609340 的中 � 8656（6番人気）� 451195（1番人気）� 54110（2番人気）
枠連票数 計 53185 的中 （1－2） 2498（5番人気）
馬連票数 計 293209 的中 �� 12947（5番人気）
馬単票数 計 258729 的中 �� 2403（19番人気）
ワイド票数 計 213920 的中 �� 7858（7番人気）�� 4362（12番人気）�� 42309（1番人気）
3連複票数 計 365377 的中 ��� 14598（6番人気）
3連単票数 計 959877 的中 ��� 2140（84番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．0―34．2―45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．4
3 2（8，9）－5，3，1，4＝7＝6 4 2，8，9，3，5，1，4＝7＝6

勝馬の
紹 介

ウインスピリタス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2016．3．25生 牡2鹿 母 イルドロール 母母 イルネージュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレンディダーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月16日まで平地競

走に出走できない。

17006 6月16日 晴 良 （30函館1）第1日 第6競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走12時40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
1：40．9

不良
重

56 デルマカミカゼ 牡3黒鹿56 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 444± 01：49．0 23．9�
811 リアルモンテ 牡3鹿 56 吉田 隼人伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 470＋ 8 〃 クビ 7．0�
79 ムーヴィング 牡3鹿 56 C．ルメール 西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 520＋10 〃 アタマ 1．7�
33 アイスミディ 牝3栗 54 岩田 康誠村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 448＋101：49．42� 10．0�
11 キングズテソーロ 牡3栗 56 国分 優作了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 458－ 41：49．71� 161．3�
710 キュイーヴル 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 466－ 4 〃 クビ 102．6	
22 ビ ヨ ン ド 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 430－ 21：49．91 67．7

55 デンコウエルドラド 牡3栗 56 城戸 義政田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 492－ 41：50．11� 6．5�
44 ヴァリアスシチー 牡3鹿 56 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新冠 ムラカミファーム 460＋ 61：50．41� 124．0�
68 グランサージュ 牡3黒鹿56 川須 栄彦宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 458－ 41：51．03� 7．2
812 マイネルベッカー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 高橋 修 B480＋ 41：51．1� 36．3�
67 ユーロジャイズ 牡3栗 56 松岡 正海水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 B442－ 21：51．31� 33．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，709，500円 複勝： 27，903，000円 枠連： 7，637，500円
馬連： 33，177，600円 馬単： 18，978，900円 ワイド： 24，006，600円
3連複： 42，593，300円 3連単： 66，667，900円 計： 245，674，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 380円 � 190円 � 140円 枠 連（5－8） 1，330円

馬 連 �� 5，880円 馬 単 �� 15，110円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 800円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 44，710円

票 数

単勝票数 計 247095 的中 � 8259（6番人気）
複勝票数 計 279030 的中 � 14012（6番人気）� 37888（5番人気）� 68170（1番人気）
枠連票数 計 76375 的中 （5－8） 4448（5番人気）
馬連票数 計 331776 的中 �� 4367（18番人気）
馬単票数 計 189789 的中 �� 942（43番人気）
ワイド票数 計 240066 的中 �� 4028（16番人気）�� 7443（11番人気）�� 19732（3番人気）
3連複票数 計 425933 的中 ��� 9422（10番人気）
3連単票数 計 666679 的中 ��� 1081（147番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．3―12．6―12．6―12．4―12．6―13．5―14．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．6―43．2―55．8―1：08．2―1：20．8―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

デルマカミカゼ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 オンファイア デビュー 2017．12．3 中京15着

2015．4．14生 牡3黒鹿 母 デルマアマノジャク 母母 テンシノウタ 7戦1勝 賞金 7，050，000円



17007 6月16日 晴 良 （30函館1）第1日 第7競走 ��1，000�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
57．7
56．9

重
重

79 ブレイヴバローズ 牡4黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 470－ 4 59．4 2．6�
33 コウエイアンカ �3鹿 54 五十嵐冬樹伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 472＋10 59．93 35．8�

（北海道）

22 トラベリング 牡3栗 54 C．ルメール �グリーンファーム高橋 亮 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 アタマ 2．4�
55 ショーアッシ 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 松田牧場 514± 01：00．1� 33．8�
710 タイキラメール 牡5栗 57 荻野 琢真�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 472－ 41：00．31� 28．2	
11 	 チェリースプリング 牝4芦 55 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 大成牧場 442＋ 4 〃 クビ 5．9

67 ペプチドプラム 牝3黒鹿52 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 446＋101：00．51 28．6�
44 ラブユーミー 牝4鹿 55 長岡 禎仁増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 484－101：00．71
 137．3�
56 ホウロクダマ 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 556＋ 21：00．8クビ 16．4

811 モンサンロジェ 牝3黒鹿 52
51 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B492＋ 8 〃 クビ 17．7�

812 デルマオフクロサン 牝4黒鹿 55
54 ☆木幡 初也浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 444± 01：00．9クビ 27．1�

68 スマートダフネ 牝4栗 55
54 ☆小崎 綾也大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 464＋ 41：01．22 96．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，956，200円 複勝： 27，090，400円 枠連： 8，120，500円
馬連： 35，596，700円 馬単： 20，167，000円 ワイド： 26，283，800円
3連複： 47，732，500円 3連単： 76，126，600円 計： 267，073，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 510円 � 150円 枠 連（3－7） 4，210円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 180円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 16，840円

票 数

単勝票数 計 259562 的中 � 78376（2番人気）
複勝票数 計 270904 的中 � 81339（1番人気）� 8223（10番人気）� 47013（2番人気）
枠連票数 計 81205 的中 （3－7） 1493（14番人気）
馬連票数 計 355967 的中 �� 6024（17番人気）
馬単票数 計 201670 的中 �� 2197（25番人気）
ワイド票数 計 262838 的中 �� 4998（16番人気）�� 48517（1番人気）�� 5680（14番人気）
3連複票数 計 477325 的中 ��� 14001（5番人気）
3連単票数 計 761266 的中 ��� 3277（46番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―34．0―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイヴバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Miswaki デビュー 2016．10．8 京都2着

2014．5．13生 牡4黒鹿 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer 16戦3勝 賞金 41，277，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 クリノレオノール号・ソロダンサー号・ナイツブリッジ号・ミコジェンヌ号・メイショウハバネラ号
（非抽選馬） 1頭 ヴィーナスフローラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

17008 6月16日 晴 良 （30函館1）第1日 第8競走 ��1，200�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
1：06．8
1：06．5

良
良

47 リ ナ ー テ 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488＋201：08．7 3．0�
35 タイセイソニック 牡3黒鹿54 藤岡 佑介田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 458＋ 21：08．8� 14．3�
815 シンデレラメイク 牝3栗 52 菱田 裕二田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 472＋10 〃 アタマ 5．1�
48 タイキラトナンジュ 牡6鹿 57 吉田 隼人�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454－ 4 〃 クビ 13．3�
714� アポロリュウセイ 牡5栗 57

56 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 506＋ 41：08．9クビ 16．2�
11 シンシアズブレス 牝5黒鹿55 池添 謙一 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：09．0� 12．3	
23 ニューミレニアム 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也 
グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 438＋ 61：09．1	 299．9�
713 ジャスティンラヴ 牝4黒鹿55 岩田 康誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 408＋16 〃 クビ 36．2�
612 スリーマグナム 牡3鹿 54 蛯名 正義永井商事
 田中 剛 新ひだか 城地牧場 490± 01：09．2クビ 12．5
816 バーミーブリーズ 牝4鹿 55 国分 恭介吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 95．1�
24 アントルシャ 牝3鹿 52 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 438＋221：09．3� 45．5�
12 ウインヒストリオン 牡3鹿 54 松岡 正海
ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 446＋ 4 〃 アタマ 5．3�
611 ドゥモワゼル 牝4鹿 55 勝浦 正樹小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 444－ 81：09．5	 23．3�
59 ニシノアスカ 牝3青鹿 52

49 ▲横山 武史西山 茂行氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 406± 01：09．6	 25．1�
510� スズカブレーン 牡6鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B474± 01：09．7� 272．4�
36 ユトリチャン 牝4鹿 55 横山 和生田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 424－ 21：09．8	 49．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，699，900円 複勝： 37，255，300円 枠連： 11，626，000円
馬連： 40，626，300円 馬単： 18，818，200円 ワイド： 31，597，600円
3連複： 60，198，200円 3連単： 70，026，800円 計： 293，848，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 300円 � 150円 枠 連（3－4） 1，240円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 680円 �� 360円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 8，920円

票 数

単勝票数 計 236999 的中 � 63098（1番人気）
複勝票数 計 372553 的中 � 69624（2番人気）� 24894（5番人気）� 70936（1番人気）
枠連票数 計 116260 的中 （3－4） 7258（4番人気）
馬連票数 計 406263 的中 �� 18416（4番人気）
馬単票数 計 188182 的中 �� 5850（4番人気）
ワイド票数 計 315976 的中 �� 11497（5番人気）�� 24817（1番人気）�� 7718（10番人気）
3連複票数 計 601982 的中 ��� 18962（2番人気）
3連単票数 計 700268 的中 ��� 5690（4番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．0―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．4―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ナ ー テ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Orpen デビュー 2016．10．10 京都1着

2014．1．31生 牝4黒鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 10戦3勝 賞金 27，650，000円
〔制裁〕 リナーテ号の騎手藤岡康太は，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：16番・11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ブレッシングテレサ号



17009 6月16日 晴 良 （30函館1）第1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
1：40．9

不良
重

33 メイショウイッポン 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 496＋ 41：46．9 11．5�
610 キタサンタイドー 牡3黒鹿54 武 豊�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 512＋ 4 〃 クビ 5．4�
712 ボードウォーク 牝3鹿 52 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B438－121：47．0� 6．7�
34 レコンキスタ 牡4栗 57 岩田 康誠村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B502＋ 61：47．21� 16．7�
69 クルークハイト 牝4芦 55 城戸 義政 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 アタマ 2．9	
45 シンゼンガンプ 牡6鹿 57 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 488＋ 21：47．3� 6．6

11 デルマシャンパン 牝3黒鹿 52

51 ☆木幡 初也浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 446＋ 41：47．4クビ 24．4�
813 アオテンジョウ 牡4栗 57 古川 吉洋北所 直人氏 沖 芳夫 登別 ユートピア牧場 496－ 41：48．14 83．8�
22 クインズヌーサ 牝4鹿 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 456－141：48．2� 18．6
46 デスティネイション �4鹿 57 国分 恭介ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－161：48．41� 25．6�
814 ワイルドグラス 牡4鹿 57 横山 和生長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 448± 01：48．72 221．9�
711 タガノアニード 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B466－ 61：49．01	 11．6�

58 フィアマロッサ 牝4栗 55 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520－ 41：49．63� 80．3�
57 ウエヲムイテアルコ 牡5青 57 長岡 禎仁千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム B474－ 61：50．23� 29．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，891，600円 複勝： 37，047，900円 枠連： 14，560，700円
馬連： 47，496，000円 馬単： 23，531，700円 ワイド： 33，781，400円
3連複： 65，582，500円 3連単： 84，865，000円 計： 331，756，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 340円 � 210円 � 220円 枠 連（3－6） 650円

馬 連 �� 5，080円 馬 単 �� 11，220円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，180円 �� 770円

3 連 複 ��� 8，670円 3 連 単 ��� 64，020円

票 数

単勝票数 計 248916 的中 � 17244（5番人気）
複勝票数 計 370479 的中 � 24666（6番人気）� 50682（2番人気）� 46846（3番人気）
枠連票数 計 145607 的中 （3－6） 17143（2番人気）
馬連票数 計 474960 的中 �� 7233（21番人気）
馬単票数 計 235317 的中 �� 1572（44番人気）
ワイド票数 計 337814 的中 �� 5458（20番人気）�� 7331（12番人気）�� 11665（6番人気）
3連複票数 計 655825 的中 ��� 5670（28番人気）
3連単票数 計 848650 的中 ��� 961（221番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．4―12．5―12．2―12．2―12．7―13．4―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―30．3―42．8―55．0―1：07．2―1：19．9―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウイッポン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．10．16 京都6着

2014．3．26生 牡4鹿 母 エスジーボナンザ 母母 エスジービアンカ 19戦2勝 賞金 18，250，000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 メイショウヴォルガ号

17010 6月16日 晴 良 （30函館1）第1日 第10競走 ��
��2，600�

こ ま が た け

駒 ケ 岳 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
2：37．3
2：37．3

良
良

812 マスターコード 牡4黒鹿57 勝浦 正樹�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 464＋ 42：39．4 21．3�

11 ディバインブリーズ 牡3黒鹿53 丸山 元気杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 486－ 22：39．61 28．8�
79 ダブルバインド 牡4鹿 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440－ 42：39．7� 2．9�
55 	 カスタディーヴァ 牝4白 54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 田村 康仁 新 Windsor Park

Stud Ltd 466± 02：40．01
 10．6�
44 トロピカルストーム �5黒鹿57 岩田 康誠吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 3．8�
67 ドルフィンマーク �5黒鹿57 四位 洋文大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B506＋ 22：40．21� 16．9	
710 イルフォーコン 牡5黒鹿57 松岡 正海 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 464± 02：40．41
 28．9

33 センショウレイナ 牝5鹿 55 吉田 隼人川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 4 〃 ハナ 65．0�
56 ブライトクォーツ 牡4鹿 57 蛯名 正義 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 9．6
68 ピスカデーラ 牝4鹿 55 C．ルメール 名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋ 62：40．61� 8．1�
22 マサハヤニース 牡3鹿 53 武 豊中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466＋102：40．7
 10．1�
811 プティットクルール 牝4黒鹿55 藤岡 康太首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 440＋ 22：41．33
 20．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，674，600円 複勝： 46，618，600円 枠連： 14，998，100円
馬連： 65，461，800円 馬単： 28，455，700円 ワイド： 45，916，000円
3連複： 90，792，900円 3連単： 116，469，500円 計： 440，387，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 590円 � 780円 � 160円 枠 連（1－8） 11，000円

馬 連 �� 19，220円 馬 単 �� 40，040円

ワ イ ド �� 4，730円 �� 1，670円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 37，020円 3 連 単 ��� 257，440円

票 数

単勝票数 計 316746 的中 � 11853（9番人気）
複勝票数 計 466186 的中 � 17281（9番人気）� 12526（11番人気）� 103794（2番人気）
枠連票数 計 149981 的中 （1－8） 1056（25番人気）
馬連票数 計 654618 的中 �� 2639（54番人気）
馬単票数 計 284557 的中 �� 533（107番人気）
ワイド票数 計 459160 的中 �� 2464（51番人気）�� 7184（19番人気）�� 5113（27番人気）
3連複票数 計 907929 的中 ��� 1839（114番人気）
3連単票数 計1164695 的中 ��� 328（723番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．7―24．7―37．2―49．7―1：02．1―1：15．0―1：27．8―1：40．5―1：52．3―2：03．7―2：15．3―2：27．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マスターコード �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．4 阪神9着

2014．2．18生 牡4黒鹿 母 コードネーム 母母 トリッキーコード 13戦2勝 賞金 23，330，000円



17011 6月16日 晴 良 （30函館1）第1日 第11競走 ��
��1，200�H T B 杯

発走15時25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

北海道テレビ放送賞（1着）
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

816� モズスーパーフレア 牝3栗 52 北村 友一 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC 474－ 41：07．9 6．3�

612 ディバインコード 牡4鹿 57 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 500± 01：08．0	 1．7�

713 コロラトゥーレ 牝4鹿 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 460± 01：08．1	 15．9�
510 ダイシンバルカン 牡6鹿 57 勝浦 正樹大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－22 〃 ハナ 118．5�
24 グランドポピー 牝6栗 55 池添 謙一田畑 利彦氏 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 488＋18 〃 クビ 230．5�
48 ド ウ デ ィ 牡4鹿 57 丸山 元気 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 482± 0 〃 ハナ 9．3	
12 マイネルパラディ 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 472－141：08．31
 21．9

815 イ キ オ イ 牡6鹿 57 四位 洋文西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 444－ 8 〃 ハナ 143．1�
714 キャンディバローズ 牝5鹿 55 川須 栄彦猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 412－ 4 〃 アタマ 48．1�
47 ロイヤルメジャー 牝4鹿 55 柴山 雄一本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 470＋18 〃 ハナ 11．2
36 ワンダフルラッシュ 牝5黒鹿55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 448＋ 6 〃 ハナ 150．4�
59 � ハ ル ク 牡5鹿 57 小崎 綾也�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 484－ 4 〃 クビ 111．2�
23 ウ ィ ズ 牡3鹿 54 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 476＋ 21：08．4クビ 14．4�
611 ヒルノマゼラン 牡5黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B504－ 41：08．61	 40．3�
35 ショウナンアヴィド 牡5青鹿57 藤岡 康太�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B492－ 4 〃 クビ 34．8�
11 � リュウノユキナ 牡3芦 54 五十嵐冬樹蓑島 竜一氏 川島 洋人 新ひだか 藤川フアーム 484＋ 21：08．7	 42．5�

（北海道） （北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，216，200円 複勝： 126，315，500円 枠連： 42，380，900円
馬連： 180，735，400円 馬単： 85，267，700円 ワイド： 113，798，800円
3連複： 280，494，100円 3連単： 425，047，200円 計： 1，321，255，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 110円 � 260円 枠 連（6－8） 630円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，440円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 13，240円

票 数

単勝票数 計 672162 的中 � 84089（2番人気）
複勝票数 計1263155 的中 � 110924（3番人気）� 628571（1番人気）� 67434（5番人気）
枠連票数 計 423809 的中 （6－8） 51866（2番人気）
馬連票数 計1807354 的中 �� 194461（1番人気）
馬単票数 計 852677 的中 �� 34481（6番人気）
ワイド票数 計1137988 的中 �� 86115（2番人気）�� 18338（17番人気）�� 64935（4番人気）
3連複票数 計2804941 的中 ��� 93459（6番人気）
3連単票数 計4250472 的中 ��� 23273（32番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．7―11．2―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―32．8―44．0―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．1
3 9，16（4，13）14（3，10，11）（7，5，12）8（6，15）（1，2） 4 9－16，13（4，14）（10，11）（3，5，12）7，8（6，15）（1，2）

勝馬の
紹 介

�モズスーパーフレア �
�
父 Speightstown �

�
母父 Belong to Me デビュー 2017．8．19 小倉1着

2015．4．1生 牝3栗 母 Christies Treasure 母母 Roses At Sunset 8戦3勝 賞金 39，498，000円
〔発走状況〕 マイネルパラディ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイネルパラディ号は，平成30年6月17日から平成30年7月16日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

17012 6月16日 晴 良 （30函館1）第1日 第12競走 ��1，800�
ゆ う ら っ ぷ

遊 楽 部 特 別
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：45．7
1：43．9

良
良

11 アグレアーブル 牝5青鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 500－ 21：48．1 1．9�
77 フライングレディ 牝5黒鹿55 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434－ 21：48．31� 5．6�
810 タンタグローリア 牝4鹿 55 岩田 康誠�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 392＋ 61：48．4� 3．4�
89 イルーシヴグレイス 牝3鹿 52 藤岡 康太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 410＋141：48．71� 17．3�
66 チカノワール 牝4鹿 55 武 豊 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 452－121：48．8� 6．6	
22 ミヤビエメライン 牝4黒鹿55 池添 謙一村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 B442＋201：48．9� 62．0

55 ショウナンサザナミ 牝4鹿 55 吉田 隼人国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B428± 0 〃 クビ 39．5�
78 ショウナンマシェリ 牝5鹿 55 加藤 祥太�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 21：49．22 126．2�
44 	 プ ン メ リ ン 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 洞
湖 レイクヴィラファーム 466＋ 11：49．41� 68．5
33 ブライティアスター 牝7黒鹿55 蛯名 正義小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 470＋ 4 （競走中止） 102．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，838，200円 複勝： 46，372，800円 枠連： 14，419，500円
馬連： 78，404，400円 馬単： 47，713，400円 ワイド： 48，227，200円
3連複： 98，061，700円 3連単： 216，273，800円 計： 602，311，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（1－7） 540円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 190円 �� 160円 �� 220円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 2，240円

票 数

単勝票数 計 528382 的中 � 213588（1番人気）
複勝票数 計 463728 的中 � 144159（1番人気）� 72396（3番人気）� 103032（2番人気）
枠連票数 計 144195 的中 （1－7） 20356（2番人気）
馬連票数 計 784044 的中 �� 106371（3番人気）
馬単票数 計 477134 的中 �� 44045（4番人気）
ワイド票数 計 482272 的中 �� 63808（2番人気）�� 84828（1番人気）�� 48888（4番人気）
3連複票数 計 980617 的中 ��� 173914（1番人気）
3連単票数 計2162738 的中 ��� 69722（4番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．4―12．6―12．3―12．0―12．0―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．3―48．9―1：01．2―1：13．2―1：25．2―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9
1
3
8，1－2，4（3，10）7（6，9）5・（8，1）（2，4）（6，10）（5，7）9

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

勝馬の
紹 介

アグレアーブル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2015．10．17 東京1着

2013．2．12生 牝5青鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 8戦3勝 賞金 31，231，000円
〔競走中止〕 ブライティアスター号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2コーナーで競走中止。



（30函館1）第1日 6月16日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154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

172，400，000円
5，180，000円
13，010，000円
1，240，000円
18，610，000円
62，849，000円
4，004，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
358，149，800円
529，416，100円
155，679，100円
646，772，200円
339，037，700円
447，190，800円
909，431，000円
1，394，010，900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 4，779，687，600円

総入場人員 7，064名 （有料入場人員 6，272名）
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