
17049 6月30日 曇 稍重 （30函館1）第5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

33 カ ル リ ー ノ 牡2鹿 54 岩田 康誠 �Gリビエール・
レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 484± 01：09．7 4．0�

68 � デンバーテソーロ 牝2栗 54 吉田 隼人了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &

Patricia Fairbairn 452－ 21：09．91� 5．2�
710 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 424＋ 61：10．11� 2．1�
812� マ ノ ラ ム 牝2黒鹿 54

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

396－ 8 〃 クビ 7．8�
44 トーセンジンライム 牡2青 54 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 新冠 競優牧場 438＋ 61：10．31� 57．0	
67 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 470＋ 21：10．4	 11．9

11 プロトイチバンボシ 牡2栗 54

51 ▲西村 淳也飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 460± 01：10．93 134．8�
22 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 464＋ 41：11．32	 225．7�
56 トーヨーダッシュ 牡2栗 54 城戸 義政中嶋 宏氏 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 474± 01：11．61
 201．0
79 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± 01：11．92 86．9�
811 タ ナ ロ ッ ト 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 坂本 智広 452－ 41：12．0	 124．6�
55 パ シ ュ ー ト 牝2鹿 54 長岡 禎仁�ターフ・スポート竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 430＋ 41：12．95 188．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，331，300円 複勝： 40，509，200円 枠連： 8，362，400円
馬連： 37，702，400円 馬単： 24，329，800円 ワイド： 26，134，500円
3連複： 51，922，100円 3連単： 88，029，900円 計： 303，321，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（3－6） 540円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 230円 �� 190円 �� 190円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 3，450円

票 数

単勝票数 計 263313 的中 � 55408（2番人気）
複勝票数 計 405092 的中 � 64899（3番人気）� 67388（2番人気）� 176620（1番人気）
枠連票数 計 83624 的中 （3－6） 11807（3番人気）
馬連票数 計 377024 的中 �� 41112（3番人気）
馬単票数 計 243298 的中 �� 14096（6番人気）
ワイド票数 計 261345 的中 �� 26835（3番人気）�� 37034（1番人気）�� 35571（2番人気）
3連複票数 計 519221 的中 ��� 80648（1番人気）
3連単票数 計 880299 的中 ��� 18487（10番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．8―11．9―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ル リ ー ノ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ショウナンカンプ デビュー 2018．6．17 函館4着

2016．5．16生 牡2鹿 母 アイリスモレア 母母 ユアアディクト 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 タナロット号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タナロット号は，平成30年7月1日から平成30年7月22日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パシュート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月31日まで平地競走に

出走できない。

17050 6月30日 曇 重 （30函館1）第5日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時25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

56 ラ ド ル ク ス 牝3栗 54 C．ルメール 水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 498＋ 41：47．2 3．3�
813 ハッピーオーキッド 牝3鹿 54 松岡 正海馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490＋221：47．62 5．9�
44 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 406－ 2 〃 クビ 69．1�
711 エトワールドパリ 牝3芦 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 482＋ 61：47．7クビ 2．5�
69 ユーフォルビア 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也ディアレストクラブ� 矢野 英一 日高 野島牧場 444＋ 8 〃 クビ 17．3	
57 ホッコーエレノア 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也北幸商事� 戸田 博文 日高 川端 正博 508＋ 61：48．01� 4．6

22 ペイシャスター 牝3黒鹿54 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 飯岡牧場 472－201：48．1� 50．1�
710 ナガラリバー 牝3栗 54

52 △横山 武史長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 グラストレーニ
ングセンター 430＋ 21：48．41� 68．7�

812 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 422＋ 41：48．82� 55．8

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 474－ 41：49．11� 334．5�
45 メモリーゴールデン 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 470＋ 41：50．48 219．0�
68 ホリーセクション 牝3栗 54 丹内 祐次 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 428＋ 21：50．5� 192．5�
11 オルボンディール 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �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 442－ 22：00．2大差 26．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，238，100円 複勝： 26，295，600円 枠連： 8，032，100円
馬連： 28，602，100円 馬単： 18，728，800円 ワイド： 21，757，700円
3連複： 40，115，100円 3連単： 60，682，300円 計： 224，451，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 220円 � 1，010円 枠 連（5－8） 630円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，090円 �� 4，400円

3 連 複 ��� 19，850円 3 連 単 ��� 60，430円

票 数

単勝票数 計 202381 的中 � 48722（2番人気）
複勝票数 計 262956 的中 � 64396（2番人気）� 29490（4番人気）� 4669（9番人気）
枠連票数 計 80321 的中 （5－8） 9866（2番人気）
馬連票数 計 286021 的中 �� 16819（5番人気）
馬単票数 計 187288 的中 �� 5604（10番人気）
ワイド票数 計 217577 的中 �� 12063（5番人気）�� 2587（20番人気）�� 1203（30番人気）
3連複票数 計 401151 的中 ��� 1515（48番人気）
3連単票数 計 606823 的中 ��� 728（161番人気）

ハロンタイム 6．8―10．7―12．0―12．3―12．6―12．5―12．8―13．6―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．5―29．5―41．8―54．4―1：06．9―1：19．7―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．3
1
3
7，12－（10，13）2（4，9）－（3，8，11）6－（1，5）
7－（10，12，13）（9，11）－6－2，4，3，5，8＝1

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

勝馬の
紹 介

ラ ド ル ク ス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．11．11 京都8着

2015．4．15生 牝3栗 母 ル サ ビ 母母 ア ビ 12戦1勝 賞金 15，600，000円
〔その他〕 オルボンディール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 オルボンディール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年7月31日まで出走できない。

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１回 函館競馬 第５日



17051 6月30日 曇 重 （30函館1）第5日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時55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

811 レ ノ カ ズ マ 牡3鹿 56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 464＋ 4 59．4 6．6�
55 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 460－ 2 59．93 4．4�
22 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± 01：00．0� 22．5�
812 ラッキーチャンス 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 458＋ 8 〃 アタマ 29．3�
33 タイセイレーベン 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 508－ 81：00．1クビ 11．3�
68 バッカルコーン 牝3青鹿54 藤岡 佑介佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 B434－ 41：00．2� 80．5	
710 ミヤジサクラコ 牝3鹿 54 吉田 隼人曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 446＋ 2 〃 クビ 14．0

79 ト ッ プ ギ ア 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 436－161：00．62 107．5�
11 トモジャオール 牝3黒鹿 54

52 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 山際牧場 464＋ 2 〃 ハナ 53．4
44 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 456＋ 41：00．81� 1．7�
56 アイファーブレーヴ 牡3黒鹿56 北村 友一中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 454＋ 61：01．01� 84．5�
67 クリノローランサン 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 様似 様似渡辺牧場 396＋ 2 〃 ハナ 222．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，028，900円 複勝： 37，458，000円 枠連： 6，411，500円
馬連： 27，632，300円 馬単： 17，941，700円 ワイド： 20，608，800円
3連複： 36，367，100円 3連単： 61，377，200円 計： 226，825，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 310円 � 220円 � 530円 枠 連（5－8） 1，430円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，830円 �� 890円

3 連 複 ��� 9，380円 3 連 単 ��� 49，380円

票 数

単勝票数 計 190289 的中 � 22915（3番人気）
複勝票数 計 374580 的中 � 31684（3番人気）� 51383（2番人気）� 16120（6番人気）
枠連票数 計 64115 的中 （5－8） 3468（6番人気）
馬連票数 計 276323 的中 �� 8486（7番人気）
馬単票数 計 179417 的中 �� 2234（17番人気）
ワイド票数 計 206088 的中 �� 7676（6番人気）�� 2782（16番人気）�� 6015（9番人気）
3連複票数 計 363671 的中 ��� 2905（27番人気）
3連単票数 計 613772 的中 ��� 901（132番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．5―35．4―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ノ カ ズ マ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．4．8 福島10着

2015．4．7生 牡3鹿 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 5戦1勝 賞金 6，000，000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 サカショウクィーン号

17052 6月30日 曇 重 （30函館1）第5日 第4競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時25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

811 ヴィーヴァバッカス 牡3栗 56 岩田 康誠芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド B460＋ 41：46．6 5．0�
67 ラインマッシモ 牡3栗 56 古川 吉洋大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 B464－ 4 〃 クビ 31．8�
44 ラグナーズルート 牝3黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 日高 株式会社カ

ネツ牧場 444＋ 21：47．55 25．5�
22 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 470＋ 61：47．71� 2．9�
78 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 442＋ 6 〃 ハナ 28．5�
11 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± 01：47．8� 9．1	
810 インペリアルエア 牡3黒鹿56 国分 恭介岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 472－161：48．11� 19．8

79 ビ ヨ ン ド 牡3鹿 56

54 △横山 武史栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 434＋ 4 〃 ハナ 58．0�
66 キタノテイオウ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 464± 01：48．2クビ 43．7�

33 ブルレジーナ 牝3栗 54
53 ☆小崎 綾也髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 458＋ 81：48．3� 2．5
55 ティーグローリー 	3青鹿56 川島 信二深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 いとう牧場 492－ 41：50．1大差 61．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，719，200円 複勝： 27，050，900円 枠連： 11，794，100円
馬連： 30，921，500円 馬単： 18，627，000円 ワイド： 24，043，100円
3連複： 42，766，500円 3連単： 70，992，500円 計： 246，914，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 810円 � 660円 枠 連（6－8） 3，710円

馬 連 �� 6，680円 馬 単 �� 13，040円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 2，630円 �� 6，400円

3 連 複 ��� 32，230円 3 連 単 ��� 100，920円

票 数

単勝票数 計 207192 的中 � 32861（3番人気）
複勝票数 計 270509 的中 � 41708（3番人気）� 7699（8番人気）� 9644（6番人気）
枠連票数 計 117941 的中 （6－8） 2459（11番人気）
馬連票数 計 309215 的中 �� 3587（19番人気）
馬単票数 計 186270 的中 �� 1071（38番人気）
ワイド票数 計 240431 的中 �� 2528（21番人気）�� 2366（22番人気）�� 958（37番人気）
3連複票数 計 427665 的中 ��� 995（71番人気）
3連単票数 計 709925 的中 ��� 510（252番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．0―12．4―12．4―12．6―12．5―13．0―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．4―42．8―55．2―1：07．8―1：20．3―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィーヴァバッカス �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．15 京都9着

2015．4．14生 牡3栗 母 ヴィーヴァレジーナ 母母 クールセクレタリー 6戦1勝 賞金 6，500，000円



17053 6月30日 曇 稍重 （30函館1）第5日 第5競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時15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

33 ラブリロンリロンス 牡2黒鹿54 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 418 ― 58．4 6．5�
66 メイクアンシー 牡2青鹿54 横山 和生チームユッキレーシング 高市 圭二 日高 広富牧場 446 ― 〃 クビ 18．3�
22 ニシノバモス 牡2栗 54 丸山 元気西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 448 ― 58．93 2．2�
55 ラッキーロード 牡2鹿 54 松岡 正海本間 茂氏 本田 優 新ひだか 矢野牧場 468 ― 59．32� 2．9�
44 ノーリミッツ 牡2黒鹿54 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 424 ― 59．4� 29．6�
11 ウインドシャルム 牝2栗 54

53 ☆小崎 綾也福原 正博氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 400 ―1：00．35 6．8�
77 ペイシャラトゥール 牡2鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 恵比寿牧場 488 ―1：01．57 64．2	

（7頭）

売 得 金
単勝： 24，186，700円 複勝： 20，451，400円 枠連： 発売なし
馬連： 24，483，800円 馬単： 18，923，100円 ワイド： 13，573，100円
3連複： 30，427，900円 3連単： 78，894，400円 計： 210，940，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 330円 � 800円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 8，020円

ワ イ ド �� 870円 �� 240円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 23，230円

票 数

単勝票数 計 241867 的中 � 31117（3番人気）
複勝票数 計 204514 的中 � 26803（4番人気）� 9326（5番人気）
馬連票数 計 244838 的中 �� 4560（11番人気）
馬単票数 計 189231 的中 �� 1769（22番人気）
ワイド票数 計 135731 的中 �� 3538（12番人気）�� 16976（2番人気）�� 6444（8番人気）
3連複票数 計 304279 的中 ��� 9550（7番人気）
3連単票数 計 788944 的中 ��� 2462（64番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．3―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．8―24．0―35．3―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリロンリロンス 

�
父 ナカヤマフェスタ 


�
母父 アグネスデジタル 初出走

2016．3．17生 牡2黒鹿 母 ズ ブ ロ ッ カ 母母 タニノシスター 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17054 6月30日 曇 稍重 （30函館1）第5日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45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

810 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 466＋ 42：01．5 2．2�
79 トーセンヴァロン 牡3青鹿56 岩田 康誠島川 �哉氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 446－ 22：01．82 4．7�
55 ペイシャレイナ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 442＋ 6 〃 ハナ 62．8�
67 バトルハクオウ 牡3芦 56

54 △横山 武史宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 434－ 42：02．01 20．6�

811 キングジョーカ 牡3鹿 56 田中 勝春�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476± 02：02．1� 35．2	

11 ランパートエース 牡3栗 56 柴山 雄一村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 出口牧場 472± 0 〃 クビ 15．1

78 メ バ エ 牝3鹿 54 C．ルメールライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 428＋ 22：02．31 4．3�
66 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 504＋ 6 〃 アタマ 6．4
33 ベストインパクト 牝3黒鹿54 藤岡 康太飯田 正剛氏 田中 博康 新ひだか 千代田牧場 458＋ 82：02．61� 75．7�
44 ラプトレックス 	3栗 56 川島 信二 �キャロットファーム 宮本 博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 42：02．7� 43．8�
22 エレッサール 牡3鹿 56 荻野 琢真�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 482－ 22：03．97 127．1�
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売 得 金
単勝： 25，325，400円 複勝： 38，049，600円 枠連： 9，060，000円
馬連： 34，533，100円 馬単： 19，562，400円 ワイド： 24，987，000円
3連複： 46，471，800円 3連単： 74，432，100円 計： 272，421，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 170円 � 960円 枠 連（7－8） 200円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，010円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 9，950円 3 連 単 ��� 28，610円

票 数

単勝票数 計 253254 的中 � 90947（1番人気）
複勝票数 計 380496 的中 � 151133（1番人気）� 50906（3番人気）� 5222（9番人気）
枠連票数 計 90600 的中 （7－8） 34113（1番人気）
馬連票数 計 345331 的中 �� 49496（2番人気）
馬単票数 計 195624 的中 �� 16738（2番人気）
ワイド票数 計 249870 的中 �� 30157（2番人気）�� 2877（19番人気）�� 1562（30番人気）
3連複票数 計 464718 的中 ��� 3501（28番人気）
3連単票数 計 744321 的中 ��� 1886（90番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―12．1―12．4―12．4―12．6―12．6―12．2―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．3―35．4―47．8―1：00．2―1：12．8―1：25．4―1：37．6―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオスパーク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．7．16 中京7着

2015．3．27生 牡3黒鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 9戦1勝 賞金 16，250，000円
〔制裁〕 ラプトレックス号の騎手川島信二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・1番）



17055 6月30日 曇 重 （30函館1）第5日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分（番組第9競走を順序変更） （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

66 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 454＋ 41：45．4 1．5�
77 クルークハイト 牝4芦 55 C．ルメール �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：45．82� 4．0�
88 デ イ ズ 牡4黒鹿57 国分 恭介池袋レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 526－ 61：45．9� 40．7�
11 シルヴァーメテオ 牡4芦 57 柴山 雄一ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 480－ 61：47．28 43．7�
33 ゴールドクロス 牡3鹿 54 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 484± 01：47．41� 14．6	
55 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 530＋ 41：49．3大差 23．7

22 インヴィジブルワン 牝3黒鹿52 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 61：51．0大差 5．4�
44 クリノロマン 牝3芦 52

51 ☆木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 458± 01：51．1� 112．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 28，423，400円 複勝： 79，644，400円 枠連： 発売なし
馬連： 34，016，400円 馬単： 25，406，300円 ワイド： 18，997，500円
3連複： 43，358，800円 3連単： 113，106，400円 計： 342，953，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 130円 � 330円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 140円 �� 400円 �� 630円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 1，550円

票 数

単勝票数 計 284234 的中 � 148662（1番人気）
複勝票数 計 796444 的中 � 629408（1番人気）� 54297（2番人気）� 10504（6番人気）
馬連票数 計 340164 的中 �� 142818（1番人気）
馬単票数 計 254063 的中 �� 69142（1番人気）
ワイド票数 計 189975 的中 �� 49487（1番人気）�� 9865（6番人気）�� 5805（11番人気）
3連複票数 計 433588 的中 ��� 38735（3番人気）
3連単票数 計1131064 的中 ��� 52816（4番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．4―12．1―12．7―12．6―12．7―12．8―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―30．1―42．2―54．9―1：07．5―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
・（5，4）3（2，7）6－1－8・（5，3）6（4，7）2（1，8）

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

勝馬の
紹 介

メイショウエイコウ 
�
父 サマーバード 

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．12．17 阪神12着

2014．5．23生 牡4鹿 母 メイショウフクヒメ 母母 キタノファンタジー 17戦3勝 賞金 51，090，000円
〔その他〕 インヴィジブルワン号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノロマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月31日まで平地競走

に出走できない。

17056 6月30日 曇 稍重 （30函館1）第5日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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

48 スワーヴアーサー 牡5鹿 57 C．ルメール�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 492－ 41：09．1 2．1�
36 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 476＋ 41：09．52	 5．4�
35 ノボベイビー 牡3栗 54

53 ☆木幡 初也�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 476＋ 2 〃 クビ 58．6�
612 メイラヴェル 牝3鹿 52 池添 謙一千明牧場 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 436＋ 6 〃 ハナ 12．4�
11 グロワールシチー 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 466－ 2 〃 ハナ 12．9�
24 ダノンメモリー 
5鹿 57 柴山 雄一�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 534－ 2 〃 ハナ 9．9	
59 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± 01：09．6	 74．2

12 �� ボスキャットグレイ 牡5芦 57 北村 友一林 正道氏 橋口 慎介 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten 466－ 41：09．81	 44．6�
47 ハートイズハート 牡5栗 57 四位 洋文北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 460－ 2 〃 ハナ 202．4�
713 ザベストエバー 牡4黒鹿57 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 464＋ 61：09．9クビ 22．2
23 ポルボローネ 牝6栗 55 藤岡 佑介小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 438＋ 21：10．0 67．6�
611 フィルハーモニー 牝3黒鹿 52

49 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 41：10．1	 240．6�

510 シゲルタイガー 牡4鹿 57
55 △横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 41：10．31� 6．3�
816 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 448＋ 2 〃 ハナ 29．9�
815� スターストリーム 牝5黒鹿55 藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 430＋ 21：10．83 497．3�
714 メローブリーズ 牝4黒鹿55 古川 吉洋�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 476＋101：12．07 40．7�
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売 得 金
単勝： 31，579，600円 複勝： 43，148，800円 枠連： 11，424，000円
馬連： 47，208，600円 馬単： 25，966，800円 ワイド： 35，404，300円
3連複： 67，467，800円 3連単： 89，942，100円 計： 352，142，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 1，440円 枠 連（3－4） 530円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，910円 �� 4，810円

3 連 複 ��� 13，260円 3 連 単 ��� 41，610円

票 数

単勝票数 計 315796 的中 � 118103（1番人気）
複勝票数 計 431488 的中 � 132018（1番人気）� 62172（2番人気）� 4559（13番人気）
枠連票数 計 114240 的中 （3－4） 16545（2番人気）
馬連票数 計 472086 的中 �� 67836（1番人気）
馬単票数 計 259668 的中 �� 25463（1番人気）
ワイド票数 計 354043 的中 �� 41050（1番人気）�� 2813（28番人気）�� 1682（44番人気）
3連複票数 計 674678 的中 ��� 3816（42番人気）
3連単票数 計 899421 的中 ��� 1567（130番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―45．8―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．0
3 1，5，12（2，13）（6，9，15）（3，10，16）（8，11）－4，7－14 4 ・（1，5）（12，13）（2，6，9，15）（8，3，10，16）（11，4）－7＝14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スワーヴアーサー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．20 阪神6着

2013．2．18生 牡5鹿 母 メイキアシー 母母 Gwynn 14戦3勝 賞金 32，550，000円
〔制裁〕 ダノンメモリー号の騎手柴山雄一は，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：15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。
（非当選馬） 1頭 スリーランディア号



17057 6月30日 曇 重 （30函館1）第5日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分（番組第7競走を順序変更） （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
1：41．7
1：40．9

不良
重

812 メイショウタチマチ 牝5鹿 55
52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 504＋ 21：45．8 6．7�

711 タガノアニード 牝4黒鹿 55
53 △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± 01：46．01� 45．2�
68 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 460＋ 41：46．1� 44．5�
11 バンパークロップ 牝4栗 55 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 420＋ 41：46．2クビ 3．0�
22 ヴィルデローゼ 牝4黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482＋141：46．41� 3．6	
57 テイエムソレイユ 牝3鹿 52

49 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B486＋141：46．61� 15．7

56 ショウナンマシェリ 牝5鹿 55

54 ☆加藤 祥太�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 21：46．81� 126．3�
813 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 396＋ 4 〃 クビ 5．1�
33 ワタシノロザリオ 牝4青鹿55 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 450＋ 61：47．11� 8．1
44 コウセイマユヒメ 牝7鹿 55

54 ☆木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 460－ 21：47．31 123．5�
69 	 クリノユウコリン 牝4黒鹿55 中井 裕二栗本 博晴氏 飯田 雄三 新ひだか 木下牧場 464＋ 9 〃 クビ 221．2�
45 ジュブリーユ 牝4芦 55

54 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B488＋ 6 〃 アタマ 113．4�
710 クイックモーション 牝5鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B468－ 21：47．4� 21．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，923，700円 複勝： 35，785，500円 枠連： 12，003，200円
馬連： 41，948，500円 馬単： 23，778，600円 ワイド： 30，741，700円
3連複： 60，048，000円 3連単： 83，759，900円 計： 317，989，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 1，140円 � 1，060円 枠 連（7－8） 1，500円

馬 連 �� 11，910円 馬 単 �� 20，120円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 3，320円 �� 10，210円

3 連 複 ��� 92，660円 3 連 単 ��� 381，920円

票 数

単勝票数 計 299237 的中 � 35425（4番人気）
複勝票数 計 357855 的中 � 44597（5番人気）� 7479（9番人気）� 8087（8番人気）
枠連票数 計 120032 的中 （7－8） 6192（6番人気）
馬連票数 計 419485 的中 �� 2728（29番人気）
馬単票数 計 237786 的中 �� 886（53番人気）
ワイド票数 計 307417 的中 �� 2592（27番人気）�� 2401（30番人気）�� 769（54番人気）
3連複票数 計 600480 的中 ��� 486（138番人気）
3連単票数 計 837599 的中 ��� 159（659番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―11．6―12．9―13．2―12．5―12．3―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．2―42．1―55．3―1：07．8―1：20．1―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

メイショウタチマチ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2015．12．20 阪神1着

2013．3．5生 牝5鹿 母 サーリセルカ 母母 ラストリゾート 20戦3勝 賞金 61，483，000円

17058 6月30日 曇 稍重 （30函館1）第5日 第10競走 ��
��1，800�

え さ ん

恵 山 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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

33 � ホリデーモード 牡3黒鹿54 丸山 元気下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-
obe Farm 502＋ 21：47．8 20．0�

44 レッドオールデン 牡3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 490＋ 2 〃 アタマ 1．4�
22 ジ ャ コ マ ル 牡4鹿 57 横山 武史晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 61：47．9クビ 7．8�
11 ブラックイメル 牝3黒鹿52 菱田 裕二杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 470± 01：48．32	 44．5�
55 タニノミステリー 牡3黒鹿54 北村 友一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 430－ 6 〃 クビ 29．5�
78 ローリングタワー 牡4黒鹿57 松岡 正海本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 444＋ 61：48．4
 16．8	
66 � アメリカンヘブン �5鹿 57 小崎 綾也吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 484＋ 61：48．5クビ 37．3

77 マイネルパンドーロ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 41：48．6
 9．5�
810 ドルフィンマーク �5黒鹿57 岩田 康誠大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B508＋ 2 〃 クビ 10．6�
89 トーアライジン 牡5芦 57 川須 栄彦高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 498± 01：49．13 37．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，149，800円 複勝： 107，137，700円 枠連： 11，931，300円
馬連： 49，446，800円 馬単： 37，703，900円 ワイド： 36，561，100円
3連複： 72，905，600円 3連単： 154，744，000円 計： 501，580，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 300円 � 110円 � 180円 枠 連（3－4） 1，160円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，370円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 23，080円

票 数

単勝票数 計 311498 的中 � 12451（6番人気）
複勝票数 計1071377 的中 � 23763（6番人気）� 794887（1番人気）� 51717（4番人気）
枠連票数 計 119313 的中 （3－4） 7966（4番人気）
馬連票数 計 494468 的中 �� 31600（5番人気）
馬単票数 計 377039 的中 �� 6795（14番人気）
ワイド票数 計 365611 的中 �� 19679（5番人気）�� 5908（17番人気）�� 43158（1番人気）
3連複票数 計 729056 的中 ��� 27915（7番人気）
3連単票数 計1547440 的中 ��� 4859（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．3―36．9―49．2―1：01．2―1：12．8―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ホリデーモード �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2017．12．16 中山2着

2015．4．2生 牡3黒鹿 母 Ski Holiday 母母 Winter Morning 7戦2勝 賞金 20，580，000円



17059 6月30日 曇 稍重 （30函館1）第5日 第11競走 ��
��1，200�T V h 杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，29．7．1以降30．6．24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

テレビ北海道賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

33 デアレガーロ 牝4鹿 55．5 池添 謙一 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 462－ 61：08．6 3．5�
57 タイセイスターリー 牡4鹿 57 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B524＋ 41：08．81� 5．8�
711 アマルフィコースト 牝3黒鹿52 吉田 隼人 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 ハナ 4．1�
813 コパノチャンス 牡5栗 54 丸山 元気小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 B502＋ 61：08．9� 11．9�
11 ダイシンバルカン 牡6鹿 52 国分 恭介大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500＋ 6 〃 ハナ 8．8�
45 アルマエルナト 	7栗 54 藤岡 佑介コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 460－ 81：09．0クビ 13．1	
22 ココファンタジア 牝5黒鹿53 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 クビ 20．0

46 イ ア ペ ト ス 牡6鹿 50 井上 敏樹�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 494＋ 61：09．1� 234．6�
610 オデュッセウス 	5鹿 56 古川 吉洋ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 クビ 126．1�
34 テ ィ ソ ー ナ 	5黒鹿56 柴山 雄一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482－141：09．2クビ 16．7
712
 サダムリスペクト 牡6鹿 55 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 458－161：09．3� 39．5�
814
 スズカアーサー 牡9鹿 52 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 506＋ 61：09．51� 162．0�
58 ヤマカツグレース 牝4栗 55 松岡 正海山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 462＋101：09．71� 15．5�
69 メイソンジュニア 牡4鹿 57 北村 友一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：09．91� 15．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 63，418，400円 複勝： 83，919，600円 枠連： 34，479，700円
馬連： 195，718，200円 馬単： 74，816，500円 ワイド： 104，682，100円
3連複： 282，345，700円 3連単： 344，503，800円 計： 1，183，884，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 180円 � 150円 枠 連（3－5） 570円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 420円 �� 380円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 8，570円

票 数

単勝票数 計 634184 的中 � 144711（1番人気）
複勝票数 計 839196 的中 � 169614（1番人気）� 104702（3番人気）� 147024（2番人気）
枠連票数 計 344797 的中 （3－5） 46842（1番人気）
馬連票数 計1957182 的中 �� 163627（1番人気）
馬単票数 計 748165 的中 �� 33205（1番人気）
ワイド票数 計1046821 的中 �� 64278（2番人気）�� 73628（1番人気）�� 41562（5番人気）
3連複票数 計2823457 的中 ��� 103501（1番人気）
3連単票数 計3445038 的中 ��� 29141（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―11．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．1―45．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デアレガーロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2016．12．25 中山1着

2014．4．13生 牝4鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 10戦5勝 賞金 83，276，000円
※イアペトス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17060 6月30日 曇 稍重 （30函館1）第5日 第12競走 ��
��2，000�

と う や こ

洞 � 湖 特 別
発走16時05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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 マイスタイル 牡4鹿 57 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 462－ 41：59．6 1．7�
11 カリビアンゴールド 牝4黒鹿55 藤岡 康太ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：59．92 5．6�
710 レッドジェノヴァ 牝4青鹿55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 492－102：00．0	 14．8�
813 アグネスリバティ 牡5黒鹿57 荻野 琢真渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 482± 02：00．21
 13．1�
68 ジェネラルゴジップ 牡6青鹿57 藤岡 佑介 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 472＋ 22：00．3� 17．2	
44 サトノメサイア 牡6青鹿57 C．ルメール �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム B522± 02：00．51
 8．8

57 ラッシュアタック 牡6鹿 57 木幡 巧也 �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 506－ 2 〃 クビ 80．6�
711 シャインアロー 6栗 57 丹内 祐次岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 462＋ 2 〃 ハナ 107．6�
22 オンタケハート 牡7鹿 57 丸山 元気宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 476－102：00．6クビ 201．1
812 アドマイヤメテオ 7青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 アタマ 53．4�
45 フォワードカフェ 牡6黒鹿57 四位 洋文西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 524± 02：00．7	 133．8�
56 エスティーム 牡4黒鹿57 松岡 正海岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 518＋ 2 〃 クビ 33．1�
69 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± 02：01．33	 8．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 54，758，400円 複勝： 90，284，700円 枠連： 23，665，800円
馬連： 100，082，800円 馬単： 58，756，100円 ワイド： 74，125，100円
3連複： 140，622，300円 3連単： 228，036，600円 計： 770，331，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 260円 枠 連（1－3） 490円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 220円 �� 500円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 3，810円

票 数

単勝票数 計 547584 的中 � 243494（1番人気）
複勝票数 計 902847 的中 � 394764（1番人気）� 120219（2番人気）� 48844（7番人気）
枠連票数 計 236658 的中 （1－3） 37424（1番人気）
馬連票数 計1000828 的中 �� 164629（1番人気）
馬単票数 計 587561 的中 �� 69442（1番人気）
ワイド票数 計 741251 的中 �� 100730（1番人気）�� 35932（5番人気）�� 16290（15番人気）
3連複票数 計1406223 的中 ��� 60133（4番人気）
3連単票数 計2280366 的中 ��� 43330（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．0―12．1―12．4―12．5―12．1―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．6―47．7―1：00．1―1：12．6―1：24．7―1：36．5―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
3，9（1，13）10（7，8）（6，11）（4，12）2，5
3（9，13）1（10，8）（7，6）4（2，11，12）－5

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

勝馬の
紹 介

マイスタイル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．11．26 京都3着

2014．4．1生 牡4鹿 母 ファーストナイナー 母母 レディダンジグ 12戦3勝 賞金 98，033，000円



（30函館1）第5日 6月30日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 140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

187，070，000円
6，480，000円
14，720，000円
1，250，000円
19，280，000円
58，600，500円
3，640，000円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
375，082，900円
629，735，400円
137，164，100円
652，296，500円
364，541，000円
431，616，000円
914，818，700円
1，448，501，200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 4，953，755，800円

総入場人員 4，183名 （有料入場人員 3，591名）
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