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17013 6月17日 曇 良 （30函館1）第2日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時55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
1：41．7
1：40．9

不良
重

22 テイエムソレイユ 牝3鹿 54 三浦 皇成竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B472＋ 61：48．0 7．2�
711 メイショウタンゴ 牝3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 山田 昇史 462＋ 41：48．21� 8．5�
44 エトワールドパリ 牝3芦 54 岩田 康誠 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 476－ 61：48．41� 1．6�
813 リリープリンセス 牝3黒鹿54 池添 謙一村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 B460－ 41：48．71� 11．7�
812 ヴォーティブ 牝3栗 54 川須 栄彦佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 506－ 21：48．91� 21．4�
57 サンローレンス 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社
ケイズ 440± 0 〃 クビ 34．4	

45 クオーレカルド 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 萩澤 國男 418－ 21：50．17 83．6


56 アドマイヤセレブ 牝3鹿 54 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B454＋ 61：50．52� 16．2�
710 ペイシャゲイン 牝3黒鹿54 蛯名 正義北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 484＋ 81：50．82 17．1�
69 メモリーゴールデン 牝3鹿 54 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 466－ 61：50．9� 210．8
33 ノーブルステップ 牝3青鹿54 藤懸 貴志山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 478＋181：51．0クビ 211．0�
11 サンダルース 牝3鹿 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 清水 英克 新冠 石田牧場 446－221：51．53 111．8�
68 リリーコサージュ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �社台レースホース橋口 慎介 安平 追分ファーム 470 ―1：55．8大差 15．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，560，800円 複勝： 39，975，000円 枠連： 10，323，100円
馬連： 38，619，100円 馬単： 22，660，500円 ワイド： 30，698，700円
3連複： 58，108，100円 3連単： 81，022，500円 計： 303，967，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（2－7） 2，060円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 610円 �� 210円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 13，070円

票 数

単勝票数 計 225608 的中 � 24844（2番人気）
複勝票数 計 399750 的中 � 48772（2番人気）� 34802（3番人気）� 195711（1番人気）
枠連票数 計 103231 的中 （2－7） 3881（8番人気）
馬連票数 計 386191 的中 �� 12013（8番人気）
馬単票数 計 226605 的中 �� 2799（17番人気）
ワイド票数 計 306987 的中 �� 10828（8番人気）�� 43117（1番人気）�� 28608（2番人気）
3連複票数 計 581081 的中 ��� 39087（1番人気）
3連単票数 計 810225 的中 ��� 4493（40番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．4―12．5―13．1―12．9―12．7―13．1―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．4―42．9―56．0―1：08．9―1：21．6―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．1
1
3
13，4，5－（6，11，8）12（2，10）7，3（1，9）
13，4（11，5）（6，12）（2，8，10）（7，3，9）－1

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

勝馬の
紹 介

テイエムソレイユ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．22 京都15着

2015．4．7生 牝3鹿 母 ペイデュソレイユ 母母 シャイニンググラス 10戦1勝 賞金 10，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリーコサージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月17日まで平地競

走に出走できない。

17014 6月17日 曇 良 （30函館1）第2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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

710 テイエムオーラコ 牝3栗 54
53 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 長浜 秀昭 462＋ 21：00．5 11．1�

68 ナムラジュノー 牝3鹿 54
52 △武藤 雅奈村 睦弘氏 大和田 成 様似 林 時春 410－ 41：00．71� 8．1�

67 ラヴコネクション 牝3黒鹿 54
51 ▲西村 淳也�坂東牧場 野中 賢二 平取 坂東牧場 462－161：00．8� 3．3�

55 ホッコータピタン 牝3栗 54 池添 謙一北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 450± 01：01．22� 15．0�
22 イ ナ ン ナ 牝3鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 452－ 4 〃 クビ 40．4	
79 ノーブルキッス 牝3鹿 54 岩田 康誠吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 藤沢牧場 410± 0 〃 同着 6．5

812 ラッキーチャンス 牝3鹿 54 三浦 皇成堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 450－ 61：01．3クビ 9．1�
11 バッカルコーン 牝3青鹿 54

52 △菊沢 一樹佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 B438＋181：01．72� 155．3�
811 ホリーセクション 牝3栗 54 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 426＋141：01．8� 125．8
33 ベストヴォヤージュ 牝3鹿 54

53 ☆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 468＋ 41：02．01� 31．9�
56 ラクシュミー 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 浦河 浦河小林牧場 422－ 41：02．21 2．9�

44 サ エ ズ リ 牡3青鹿56 黛 弘人岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド B450－101：05．2大差 176．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，576，300円 複勝： 21，581，400円 枠連： 8，682，200円
馬連： 31，159，200円 馬単： 17，106，800円 ワイド： 22，661，900円
3連複： 39，028，600円 3連単： 54，372，400円 計： 212，168，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 290円 � 230円 � 140円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 10，510円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 1，010円 �� 630円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 48，240円

票 数

単勝票数 計 175763 的中 � 12661（6番人気）
複勝票数 計 215814 的中 � 16051（6番人気）� 22048（5番人気）� 50762（1番人気）
枠連票数 計 86822 的中 （6－7） 14000（2番人気）
馬連票数 計 311592 的中 �� 4718（18番人気）
馬単票数 計 171068 的中 �� 1220（40番人気）
ワイド票数 計 226619 的中 �� 3097（22番人気）�� 5723（12番人気）�� 9578（8番人気）
3連複票数 計 390286 的中 ��� 5457（22番人気）
3連単票数 計 543724 的中 ��� 817（169番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．9―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―35．0―47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．4
3 8，10（7，12）（6，5）－2，1（3，11）9＝4 4 8，10，12（6，7，5）－2，1－（3，11）9＝4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムオーラコ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．1．20 京都14着

2015．4．30生 牝3栗 母 サクラフォルトゥナ 母母 サクラスイートキス 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 ラヴコネクション号の騎手西村淳也は，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：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サエズリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月17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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ドラゴンホール号

第１回 函館競馬 第２日



17015 6月17日 曇 良 （30函館1）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50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

510 エイシンエレガンス 牝3青鹿54 岩田 康誠�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 424＋ 61：09．6 5．0�
714 オメガプランタン 牡3鹿 56 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 クビ 3．4�
24 マイラティーシャ 牝3鹿 54 松岡 正海 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 430－ 21：09．91� 36．1�
612 ヒロノエイタツ 牡3鹿 56 古川 吉洋サンエイ開発� 北出 成人 浦河 川越ファーム 470＋10 〃 ハナ 9．5�
12 マ リ ー ツ ァ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 452－ 4 〃 アタマ 10．7�
36 レディライク 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹 	荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 414± 01：10．0クビ 77．7

815 タイセイパルフェ 牝3黒鹿54 川須 栄彦田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 454－ 6 〃 クビ 25．3�
11 ブライトキャンバス 牝3栗 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 422± 01：10．1� 25．5�
47 ニシノオトコマサリ 牝3青鹿54 勝浦 正樹成田 隆好氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 394－ 81：10．2クビ 50．8
48 ノーモアサイレンス 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 428－ 4 〃 クビ 9．0�
816 カレンヒップスター 牡3鹿 56 丸山 元気鈴木 隆司氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 442－101：10．3� 27．5�
713 サイモンルチアーノ 牡3栗 56 蛯名 正義澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 B484－10 〃 ハナ 33．9�
611 ペトロシネッラ 牝3青鹿54 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 8 〃 クビ 4．8�
59 モモイロトイキ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 420－ 61：10．51� 354．3�
23 ヨ ツ バ ヒ メ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也	川島牧場 牧 光二 新冠 川島牧場 404± 01：10．6� 29．7�
35 ヴィクトリアス 牝3青鹿54 城戸 義政岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 402 ―1：11．45 228．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，594，600円 複勝： 31，826，300円 枠連： 12，031，000円
馬連： 38，740，200円 馬単： 18，976，100円 ワイド： 31，833，900円
3連複： 55，482，300円 3連単： 66，228，200円 計： 275，712，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 150円 � 680円 枠 連（5－7） 760円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，990円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 27，210円

票 数

単勝票数 計 205946 的中 � 32843（3番人気）
複勝票数 計 318263 的中 � 43591（3番人気）� 70597（1番人気）� 8662（9番人気）
枠連票数 計 120310 的中 （5－7） 12119（3番人気）
馬連票数 計 387402 的中 �� 36622（1番人気）
馬単票数 計 189761 的中 �� 8405（2番人気）
ワイド票数 計 318339 的中 �� 28052（1番人気）�� 3809（22番人気）�� 4279（20番人気）
3連複票数 計 554823 的中 ��� 6313（14番人気）
3連単票数 計 662282 的中 ��� 1764（56番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンエレガンス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．12．3 阪神4着

2015．2．18生 牝3青鹿 母 エイシンルーデンス 母母 エイシングレシャス 5戦1勝 賞金 9，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ムーンサルト号・ワンダースイルーロ号

17016 6月17日 曇 良 （30函館1）第2日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11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
1：41．7
1：40．9

不良
重

813 ブルベアクワイ 牝3鹿 54
52 △菊沢 一樹 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458± 01：48．3 6．2�

68 ロードスターダスト 牡3栗 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 462＋ 21：48．93� 28．0�
812 サトノブレイズ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 萩原 清 日高 下河辺牧場 494－ 21：49．32 4．9�
45 サンシャンペーン 牡3鹿 56 中井 裕二加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 462± 0 〃 アタマ 29．9�
69 アスールダリア 牝3栗 54 国分 恭介安原 浩司氏 西村 真幸 日高 幾千世牧場 420± 01：49．4� 4．7�
57 デ ィ エ ル ベ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 	社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 アタマ 4．7

710 コウセイゲキソウ 牡3青鹿 56

54 △武藤 雅杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 村本牧場 492± 01：49．5� 14．2�
711 ブロッコリー 牡3鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 474－ 21：50．35 10．2�
56 サトノルーリー 牝3黒鹿54 北村 友一 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 402－ 41：50．4� 7．2
44 エンドウォーニング 牡3栗 56 長岡 禎仁井上 久光氏 高市 圭二 新冠 石田牧場 B484＋ 61：50．61� 14．5�
33 ブラックソーン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也下河邉行信氏 松山 将樹 新冠 村田牧場 446－ 81：51．45 240．1�
11 メイハンコック 牝3鹿 54 柴山 雄一千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 486± 01：51．71� 84．0�
22 メイショウグレン �3栗 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 446± 01：59．2大差 113．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，814，800円 複勝： 29，742，900円 枠連： 12，139，900円
馬連： 38，399，500円 馬単： 18，568，300円 ワイド： 28，901，700円
3連複： 52，820，200円 3連単： 64，185，000円 計： 267，572，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 830円 � 210円 枠 連（6－8） 660円

馬 連 �� 8，730円 馬 単 �� 16，940円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 900円 �� 4，400円

3 連 複 ��� 30，800円 3 連 単 ��� 201，440円

票 数

単勝票数 計 228148 的中 � 29333（4番人気）
複勝票数 計 297429 的中 � 46522（3番人気）� 7234（10番人気）� 39902（4番人気）
枠連票数 計 121399 的中 （6－8） 14069（2番人気）
馬連票数 計 383995 的中 �� 3405（32番人気）
馬単票数 計 185683 的中 �� 822（64番人気）
ワイド票数 計 289017 的中 �� 2711（34番人気）�� 8609（9番人気）�� 1648（41番人気）
3連複票数 計 528202 的中 ��� 1286（98番人気）
3連単票数 計 641850 的中 ��� 231（589番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．4―42．8―55．9―1：08．7―1：21．7―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．6
1
3

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

・（2，8）－6，12（3，9，11）13（1，5）（7，10）4・（8，12）13，9，7，11（6，10）5－4，3－1＝2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルベアクワイ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．27 新潟16着

2015．5．6生 牝3鹿 母 プリモレディ 母母 アイオーユー 12戦1勝 賞金 10，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウグレン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月17日まで平地競

走に出走できない。



17017 6月17日 曇 良 （30函館1）第2日 第5競走 ��
��1，200�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
1：09．2
1：07．8

良
良

58 ナンヨーイザヨイ 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 462 ―1：09．4 6．8�
610� マ ノ ラ ム 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 池上 昌和 米
Tooth and Kent, Inc,
Elise Handler & Mat-
thew Schering

404 ―1：09．61� 10．4�
22 � デンバーテソーロ 牝2栗 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &
Patricia Fairbairn 454 ―1：09．7� 3．2�

11 カ ル リ ー ノ 牡2鹿 54 勝浦 正樹 �Gリビエール・
レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 484 ― 〃 アタマ 8．6�

57 ファイアーボーラー 牡2黒鹿54 武 豊 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 436 ―1：10．23 3．4	
711 ローザノワール 牝2青鹿54 藤岡 康太渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 442 ―1：10．52 14．4

46 タカノアンジェラス 牡2青鹿54 四位 洋文山口多賀司氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 434 ―1：10．6クビ 52．3�
814 トーセンジンライム 牡2青 54

52 △武藤 雅島川 �哉氏 古賀 史生 新冠 競優牧場 432 ―1：10．7� 16．0
34 ブラックルシアン 牡2鹿 54 丸山 元気�Basic 根本 康広 新冠 松浦牧場 480 ― 〃 アタマ 61．8�
33 ラバストーン 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 460 ― 〃 アタマ 210．3�
712 アミュリオン 牡2栗 54 柴山 雄一吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 B436 ―1：11．33� 190．0�
813 プロトイチバンボシ 牡2栗 54 北村 宏司飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 460 ―1：12．15 26．8�
69 ラインリンクス 牡2鹿 54 古川 吉洋大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 土田農場 488 ― 〃 クビ 71．7�
45 サンレイファイト 牡2栗 54

51 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 448 ―1：14．6大差 145．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，988，500円 複勝： 30，897，600円 枠連： 13，471，200円
馬連： 42，778，300円 馬単： 22，863，800円 ワイド： 29，062，700円
3連複： 53，943，000円 3連単： 71，757，700円 計： 295，762，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 220円 � 130円 枠 連（5－6） 1，240円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 8，440円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 470円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 30，540円

票 数

単勝票数 計 309885 的中 � 38484（3番人気）
複勝票数 計 308976 的中 � 36330（3番人気）� 30473（5番人気）� 77184（1番人気）
枠連票数 計 134712 的中 （5－6） 8402（6番人気）
馬連票数 計 427783 的中 �� 7667（16番人気）
馬単票数 計 228638 的中 �� 2030（31番人気）
ワイド票数 計 290627 的中 �� 5605（16番人気）�� 16554（4番人気）�� 16485（5番人気）
3連複票数 計 539430 的中 ��� 10807（10番人気）
3連単票数 計 717577 的中 ��� 1703（100番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―11．8―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．4―46．2―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーイザヨイ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2016．2．24生 牡2黒鹿 母 シャルルヴォア 母母 フリーヴァケイション 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンレイファイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月17日まで平地競

走に出走できない。

17018 6月17日 曇 良 （30函館1）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時40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
1：45．7
1：43．9

良
良

11 レッドオールデン 牡3鹿 56 武 豊 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 488－ 61：47．4 3．9�
69 マイキャラット 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 小島 茂之 新ひだか 千代田牧場 456＋ 41：48．57 27．3�
46 メ バ エ 牝3鹿 54 石橋 脩ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：48．6� 7．3�
57 エスケートーラス 牡3鹿 56 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 青森 伊藤牧場 458＋101：48．8� 7．4�
814 セイウンキャンティ 牝3鹿 54 菱田 裕二西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 426－ 4 〃 クビ 175．3�
33 スカルダイヤモンド 牡3栗 56

53 ▲横山 武史�KTレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 456± 01：48．9� 17．2	
610 ウインスラーヴァ 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 464＋ 2 〃 クビ 11．8

58 プリヒストリー 牡3黒鹿56 北村 友一ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 41：49．0� 2．2�
45 オルボンディール 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋121：49．1クビ 29．6
22 アリエッティ 牝3芦 54

52 △菊沢 一樹松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 408＋ 21：49．2� 242．9�
711 エイシンエポカル 牝3黒鹿54 川須 栄彦�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 八田ファーム 458＋ 81：49．62� 93．8�
712 テーオーエンブレム 牡3鹿 56 城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 若林 順一 484－ 61：50．02� 143．2�
34 ロージズラヴ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也鈴木 芳夫氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松田牧場 444－101：50．1クビ 201．5�
813 チャノカオリ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也山本 茂氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 忠幸 422＋ 41：50．2� 27．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，044，600円 複勝： 28，746，500円 枠連： 9，434，600円
馬連： 34，972，000円 馬単： 18，321，600円 ワイド： 24，733，000円
3連複： 45，542，600円 3連単： 65，299，200円 計： 249，094，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 410円 � 240円 枠 連（1－6） 1，670円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 570円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 47，530円

票 数

単勝票数 計 220446 的中 � 44390（2番人気）
複勝票数 計 287465 的中 � 49613（2番人気）� 15272（8番人気）� 30287（4番人気）
枠連票数 計 94346 的中 （1－6） 4370（6番人気）
馬連票数 計 349720 的中 �� 5398（16番人気）
馬単票数 計 183216 的中 �� 2085（23番人気）
ワイド票数 計 247330 的中 �� 4305（16番人気）�� 11802（6番人気）�� 3274（23番人気）
3連複票数 計 455426 的中 ��� 3608（29番人気）
3連単票数 計 652992 的中 ��� 996（152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―35．6―47．7―1：00．1―1：12．3―1：24．3―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドオールデン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Pulpit デビュー 2017．8．6 札幌5着

2015．4．24生 牡3鹿 母 リーチフォーザムーン 母母 Chancey Squaw 4戦1勝 賞金 7，500，000円



17019 6月17日 曇 良 （30函館1）第2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

22 タマモコーラス 牝4黒鹿55 四位 洋文タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 460＋18 58．6 2．8�
56 コマノレジェンド 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 476＋ 8 58．81� 10．9�
44 	 テ ン モ ー ス 牝4鹿 55 武 豊前田 幸治氏 飯田 祐史 米 Mark Gittins 466＋14 59．22
 2．7�
811 ナムラストロベリー 牝3鹿 52

50 △菊沢 一樹奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 450＋10 59．4� 63．8�
55 ア プ ロ ー ズ 牝3鹿 52

49 ▲西村 淳也 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 440＋ 4 〃 クビ 43．5�

11 	 カ ミ ノ コ 牡3青鹿54 勝浦 正樹門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-
ter Farm 452－ 2 59．72 15．2	

67 	 セイウンスパイ 牡3栗 54
52 △武藤 雅西山 茂行氏 池上 昌和 米 James Millar &

Janice Millar 490＋141：00．01� 18．2

79 ライオンボス 牡3栗 54 北村 友一�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 516＋ 21：00．21 11．3�
33 セイウンアワード 牡6鹿 57 三浦 皇成西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B544－ 2 〃 ハナ 8．0
812� エスシーシャール 牡5黒鹿57 松岡 正海工藤 圭司氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 B508± 01：00．41 50．7�
68 サ ル タ ー ト 牝4栗 55 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456－ 21：00．5
 23．1�
710 サンドベージュ 牝4栗 55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 464＋101：00．71� 86．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，322，700円 複勝： 26，383，800円 枠連： 9，103，500円
馬連： 40，610，600円 馬単： 22，415，300円 ワイド： 28，319，700円
3連複： 56，178，900円 3連単： 83，232，300円 計： 289，566，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 230円 � 130円 枠 連（2－5） 1，400円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 460円 �� 200円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 6，380円

票 数

単勝票数 計 233227 的中 � 66370（2番人気）
複勝票数 計 263838 的中 � 59541（2番人気）� 20709（5番人気）� 62056（1番人気）
枠連票数 計 91035 的中 （2－5） 5006（5番人気）
馬連票数 計 406106 的中 �� 20323（4番人気）
馬単票数 計 224153 的中 �� 6960（5番人気）
ワイド票数 計 283197 的中 �� 14127（3番人気）�� 44447（1番人気）�� 12060（5番人気）
3連複票数 計 561789 的中 ��� 37889（3番人気）
3連単票数 計 832323 的中 ��� 9451（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―23．0―34．5―46．3

コーナー
通過順位

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

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4黒鹿 母 タマモメロディ 母母 ニューメロディ 16戦3勝 賞金 36，908，000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 クリノロマン号

17020 6月17日 曇 良 （30函館1）第2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

35 ショウナンマッシブ 牡4鹿 57 池添 謙一国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 476＋ 41：08．6 6．7�
11 ジェットコルサ 牡6青 57 丸山 元気尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 476－10 〃 クビ 9．4�
23 ルーズベルトゲーム 牝4黒鹿55 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 426－ 61：08．8� 3．0�
59 ラブローレル 牝6青鹿55 国分 恭介増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 426＋ 61：08．9クビ 27．5�
816 ガーシュウィン 牡4鹿 57 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484－ 6 〃 クビ 38．5�
12 シェヴェルニー 牝5黒鹿55 長岡 禎仁�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 440＋ 41：09．0クビ 168．7	
713 ボ ナ パ ル ト 牡4鹿 57 武 豊幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム B500－ 6 〃 クビ 8．9

24 ペイシャゲラン 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 B446＋10 〃 アタマ 15．7�
510 ニシノオリーブ 牝3青 52 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 452＋ 4 〃 ハナ 14．7�
714 ポルボローネ 牝6栗 55

53 △菊沢 一樹小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 436－ 81：09．1� 23．3
815	 サンドスピーダー 牡3鹿 54 蛯名 正義�辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 460＋101：09．3� 15．7�
47 
 デルマキセキ 牝3鹿 52 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie

Bloodstock 454－ 41：09．4� 18．6�
48 コスモプラシデス 牡4鹿 57 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 B472＋101：09．5� 58．9�
612 ココロストライク 牝3栗 52

51 ☆木幡 巧也�服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 462－ 21：09．6� 6．1�
36 
	 カムホームラッシー 牝5黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 John

O’Connor 458＋ 21：09．7� 171．3�
611 ウインベントゥーラ 牡6鹿 57 松岡 正海�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム B478＋10 〃 クビ 71．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，424，600円 複勝： 36，150，600円 枠連： 13，065，400円
馬連： 47，118，900円 馬単： 20，982，700円 ワイド： 36，779，400円
3連複： 70，064，100円 3連単： 81，940，600円 計： 331，526，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 230円 � 150円 枠 連（1－3） 2，600円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 980円 �� 580円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 16，820円

票 数

単勝票数 計 254246 的中 � 30169（3番人気）
複勝票数 計 361506 的中 � 37327（3番人気）� 36152（4番人気）� 75141（1番人気）
枠連票数 計 130654 的中 （1－3） 3891（11番人気）
馬連票数 計 471189 的中 �� 13043（6番人気）
馬単票数 計 209827 的中 �� 2779（13番人気）
ワイド票数 計 367794 的中 �� 9296（5番人気）�� 16436（4番人気）�� 16631（3番人気）
3連複票数 計 700641 的中 ��� 16735（1番人気）
3連単票数 計 819406 的中 ��� 3531（14番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．0―11．4―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．4―44．8―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマッシブ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2016．6．4 東京4着

2014．2．26生 牡4鹿 母 ショウナンアヤカ 母母 ショウナンハピネス 16戦3勝 賞金 31，356，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ボスキャットグレイ号
（非抽選馬） 2頭 メジャータイフーン号・ワカコマタイヨウ号



17021 6月17日 曇 良 （30函館1）第2日 第9競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走14時15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
1：57．8
1：56．1

良
良

68 アイスストーム 牡3鹿 54 岩田 康誠ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 524± 02：00．5 3．7�

44 デルマオギン 牝5鹿 55 北村 友一浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 474＋ 6 〃 クビ 12．1�
11 メイショウタチマチ 牝5鹿 55 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 502＋ 22：00．6� 3．1�
710 ハ ウ エ バ ー 牡4栗 57

56 ☆井上 敏樹古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 414－ 22：00．7クビ 16．2�
22 ス テ フ ィ ン 牡4鹿 57 丸山 元気手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 クビ 55．7�
79 	 メルドオール 牡6鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 浦新 徳司 B458＋ 62：00．91
 97．6	
33 コスモスピード 牡4鹿 57 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 454± 0 〃 ハナ 24．0�
55 コスモレリア 牡3栗 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 22：01．0クビ 8．2�
812 ローリングタワー 牡4黒鹿57 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 438－ 62：01．21
 16．2
67 � ホリデーモード 牡3黒鹿 54

52 △武藤 雅下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-
obe Farm 500＋10 〃 クビ 7．5�

811 マ ン ハ イ ム 牝4栗 55 石橋 脩 
サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 436＋122：01．3� 7．9�
56 メイショウカクオビ �5鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 B476－ 22：01．4クビ 98．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，806，000円 複勝： 41，479，700円 枠連： 15，127，500円
馬連： 53，511，900円 馬単： 26，545，300円 ワイド： 38，937，500円
3連複： 72，541，600円 3連単： 104，584，100円 計： 380，533，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 230円 � 140円 枠 連（4－6） 2，000円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 790円 �� 300円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 14，740円

票 数

単勝票数 計 278060 的中 � 58912（2番人気）
複勝票数 計 414797 的中 � 75379（2番人気）� 36312（6番人気）� 87143（1番人気）
枠連票数 計 151275 的中 （4－6） 5839（9番人気）
馬連票数 計 535119 的中 �� 16241（10番人気）
馬単票数 計 265453 的中 �� 5311（14番人気）
ワイド票数 計 389375 的中 �� 11786（9番人気）�� 36941（1番人気）�� 14470（8番人気）
3連複票数 計 725416 的中 ��� 21503（4番人気）
3連単票数 計1045841 的中 ��� 5144（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―35．1―47．9―1：00．7―1：12．9―1：24．6―1：36．3―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイスストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Red Ransom デビュー 2018．1．21 京都7着

2015．5．12生 牡3鹿 母 デザートチル 母母 Storm Song 4戦2勝 賞金 14，500，000円

17022 6月17日 曇 良 （30函館1）第2日 第10競走 ��
��1，700�

き こ な い

木 古 内 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

56 ウォーターシャウト 牡5青鹿57 北村 友一山岡 良一氏 安田 翔伍 新ひだか タイヘイ牧場 478－ 21：46．1 8．3�
812 メイショウエイコウ 牡4鹿 57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 450± 01：46．31� 1．9�
22 	 タ ピ ゾ ー 牡4芦 57 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.

Rutherford 494－ 21：46．4クビ 6．4�
710 ツクバクロオー 牡3青鹿54 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 446－ 81：47．67 6．8�
11 ライジングドラゴン 牡3芦 54 藤岡 康太鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 446＋ 8 〃 クビ 13．3�
33 	 アポロリベリオン 牡5鹿 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 米 Rabbah Blood-

stock LLC 494＋ 41：47．91
 150．3�
55 アルゴセイコウ 牡3黒鹿54 武 豊エンジェルレーシング	 角田 晃一 新冠 川島牧場 466＋ 61：48．11� 7．7

67 スズカミラージュ 牡5鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 478＋121：48．41
 123．0�
79 メイショウアケボノ 牝5鹿 55 城戸 義政松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 518－ 21：48．61 134．3
68 タマモシンプロン 牡3栗 54 古川 吉洋タマモ	 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 526＋ 41：49．23� 32．3�
811 ノーブルエイム 牝3栗 52 木幡 巧也下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482－ 81：49．3
 74．6�
44 ゴールドクロス 牡3鹿 54 三浦 皇成河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 484＋ 21：50．25 18．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，936，800円 複勝： 55，964，800円 枠連： 17，450，700円
馬連： 76，631，300円 馬単： 40，356，700円 ワイド： 45，444，900円
3連複： 98，419，500円 3連単： 168，161，500円 計： 537，366，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 160円 � 110円 � 150円 枠 連（5－8） 350円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 270円 �� 610円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 9，220円

票 数

単勝票数 計 349368 的中 � 33274（5番人気）
複勝票数 計 559648 的中 � 55048（3番人気）� 269715（1番人気）� 62113（2番人気）
枠連票数 計 174507 的中 （5－8） 38393（1番人気）
馬連票数 計 766313 的中 �� 80770（4番人気）
馬単票数 計 403567 的中 �� 14321（9番人気）
ワイド票数 計 454449 的中 �� 45572（2番人気）�� 16569（7番人気）�� 48276（1番人気）
3連複票数 計 984195 的中 ��� 62457（1番人気）
3連単票数 計1681615 的中 ��� 13219（26番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．8―42．6―55．6―1：07．9―1：20．5―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウォーターシャウト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2016．2．28 阪神4着

2013．5．8生 牡5青鹿 母 バーンダンス 母母 ダークムーン 21戦3勝 賞金 40，864，000円
※出走取消馬 ニシノトランザム号（疾病〔左前挫跖〕のため）



17023 6月17日 曇 良 （30函館1）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第25回函館スプリントステークス（ＧⅢ）

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3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎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）

賞 品
本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

11 セイウンコウセイ 牡5栗 57 池添 謙一西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 500± 01：07．6 5．9�
59 	 ヒルノデイバロー 牡7黒鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B506－10 〃 ハナ 26．6�
47 ナックビーナス 牝5青鹿54 三浦 皇成小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 522± 01：07．7クビ 4．3�
714 アドマイヤゴッド 牡6鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492± 01：07．8
 40．2�
35 タマモブリリアン 牝5黒鹿54 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 474－ 41：07．9クビ 38．3�
23 ラインスピリット 牡7黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 438－ 8 〃 クビ 17．7	
611 ユキノアイオロス �10鹿 56 丸山 元気井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 41：08．0クビ 301．4

48 ワンスインナムーン 牝5鹿 54 石橋 脩諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 4 〃 クビ 5．1�
12 ダイアナヘイロー 牝5黒鹿55 武 豊�駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 472＋101：08．1� 6．5�
510 ノットフォーマル 牝6黒鹿54 勝浦 正樹芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 B466－ 6 〃 アタマ 94．8
713 キングハート 牡5鹿 56 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 484－20 〃 ハナ 10．3�
816 ノ ボ バ カ ラ 牡6栗 57 武藤 雅�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 502－ 81：08．31 109．1�
36 ティーハーフ 牡8栗 57 国分 優作ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 6 〃 ハナ 13．6�
24 ジューヌエコール 牝4鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 アタマ 13．5�
612 エ ポ ワ ス �10鹿 57 蛯名 正義多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474－141：08．51 39．6�
815	 ライトフェアリー 牝6鹿 54 柴山 雄一和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B486＋ 41：08．82 14．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 160，765，900円 複勝： 217，670，200円 枠連： 136，099，400円
馬連： 633，955，000円 馬単： 226，136，100円 ワイド： 310，640，300円
3連複： 1，125，942，800円 3連単： 1，517，599，000円 計： 4，328，808，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 610円 � 160円 枠 連（1－5） 4，170円

馬 連 �� 10，410円 馬 単 �� 16，560円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 580円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 11，690円 3 連 単 ��� 81，900円

票 数

単勝票数 計1607659 的中 � 217033（3番人気）
複勝票数 計2176702 的中 � 241767（3番人気）� 70582（10番人気）� 440787（1番人気）
枠連票数 計1360994 的中 （1－5） 25268（16番人気）
馬連票数 計6339550 的中 �� 47179（39番人気）
馬単票数 計2261361 的中 �� 10238（65番人気）
ワイド票数 計3106403 的中 �� 24051（41番人気）�� 148278（2番人気）�� 44827（20番人気）
3連複票数 計11259428 的中 ��� 72229（35番人気）
3連単票数 計15175990 的中 ��� 13434（274番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．9―11．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．1―44．4―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンコウセイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Capote デビュー 2015．6．27 東京8着

2013．3．8生 牡5栗 母 オブザーヴァント 母母 Patently Clear 23戦7勝 賞金 257，846，000円
〔制裁〕 ヒルノデイバロー号の騎手四位洋文は，最後の直線コース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・

4番・16番）
ラインスピリット号の騎手森一馬は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・4番・16番）

17024 6月17日 曇 良 （30函館1）第2日 第12競走 ��
��1，800�

ほ く と

北 斗 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．6．17以降30．6．10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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

48 スティッフェリオ 牡4鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450＋ 21：47．5 5．3�
35 ジェネラルゴジップ 牡6青鹿54 武 豊 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 470－ 61：47．81� 18．7�
12 レッドレグナント 牝3鹿 51 池添 謙一 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：48．01� 2．9�
59 シャインアロー 	6栗 54 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 460－ 61：48．1� 166．3�
36 エフティスパークル 牡5黒鹿55 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 ハナ 8．9	
510 ケルフロイデ 牡5鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：48．2� 11．8

713 オールドクラシック 牡5青鹿55 国分 優作�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：48．3� 56．2�
11 クリノヤマトノオー 牡4鹿 57．5 藤岡 康太栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 460＋ 21：48．4クビ 5．6�
714 アドマイヤメテオ 	7青鹿55 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 クビ 52．6
815 フォワードカフェ 牡6黒鹿54 四位 洋文西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 524－10 〃 ハナ 74．1�
24 レプランシュ 牡5鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：48．5� 9．0�
612 オリエントワークス 牝5鹿 51 木幡 巧也�G1レーシング 田中 博康 安平 追分ファーム 474＋ 6 〃 クビ 96．4�
47 ルドルフィーナ 牡5青鹿56 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 B482－ 61：48．71 19．7�
611 ラッシュアタック 牡6鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 菊川 正達 洞
湖 レイクヴィラファーム 508＋ 61：48．91� 15．5�
816� フィールドシャルム 牡5鹿 54 横山 武史岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 486± 0 〃 ハナ 186．7�
（15頭）

23 クリノサンスーシ 牝5鹿 51 西村 淳也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 448± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 57，640，100円 複勝： 78，298，900円 枠連： 36，510，700円
馬連： 124，481，500円 馬単： 52，986，100円 ワイド： 82，915，400円
3連複： 181，551，400円 3連単： 231，013，100円 計： 845，397，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 420円 � 150円 枠 連（3－4） 1，380円

馬 連 �� 5，880円 馬 単 �� 8，730円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 380円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 6，560円 3 連 単 ��� 45，970円

票 数

単勝票数 差引計 576401（返還計 13047） 的中 � 86024（2番人気）
複勝票数 差引計 782989（返還計 31177） 的中 � 128912（2番人気）� 35919（8番人気）� 160107（1番人気）
枠連票数 差引計 365107（返還計 1784） 的中 （3－4） 20482（5番人気）
馬連票数 差引計1244815（返還計 76004） 的中 �� 16407（26番人気）
馬単票数 差引計 529861（返還計 31291） 的中 �� 4548（32番人気）
ワイド票数 差引計 829154（返還計 67236） 的中 �� 10077（27番人気）�� 61368（1番人気）�� 15527（16番人気）
3連複票数 差引計1815514（返還計198040） 的中 ��� 20754（21番人気）
3連単票数 差引計2310131（返還計236157） 的中 ��� 3643（153番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．6―12．6―12．3―11．9―11．7―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．3―48．9―1：01．2―1：13．1―1：24．8―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．4
1
3
8（2，10）11（5，9，16）（1，6，14，7）（13，15）12，4・（8，10）（2，11）5（16，7）（9，6，15）（1，14，12）13－4

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

勝馬の
紹 介

スティッフェリオ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mtoto デビュー 2016．9．18 阪神2着

2014．2．17生 牡4鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 14戦4勝 賞金 65，942，000円
〔競走除外・発走状況〕 クリノサンスーシ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右後肢跛行〕を発症したため

競走除外。発走時刻8分遅延。
ルドルフィーナ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。

〔制裁〕 フィールドシャルム号の騎手横山武史は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・6番・1番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クリノサンスーシ号は，平成30年6月18日から平成30年7月17日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 ルドルフィーナ号は，発走調教再審査。

３レース目



（30函館1）第2日 6月17日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

227，050，000円
2，590，000円
14，460，000円
1，820，000円
26，960，000円
68，147，000円
4，562，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
466，475，700円
638，717，700円
293，439，200円
1，200，977，500円
507，919，300円
710，929，100円
1，909，623，100円
2，589，395，600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 8，317，477，200円

総入場人員 15，432名 （有料入場人員 ）
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