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17001 6月15日 曇 良 （1函館1） 第1日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時50分 （芝・右）

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

612 アドマイヤデルタ 牡3鹿 56 吉田 隼人近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490＋321：08．9 4．0�
35 テ ィ レ ニ ア 牝3栗 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：09．11� 3．7�
47 ドゥシャンパーニュ 牝3青鹿54 北村 友一大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 428－ 41：09．31 2．9�
510 シャイニーブランコ 牡3芦 56 岩田 康誠小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 442＋ 21：09．51� 10．3�
48 シュンカジョウ 牝3鹿 54 松岡 正海河内 孝夫氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 438＋141：09．6クビ 57．5�
12 ビ ッ ケ 牡3黒鹿56 柴山 雄一谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 アタマ 5．9�
59 ジャスパーマリン 牝3栗 54 勝浦 正樹加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 ヒカル牧場 456± 01：09．7� 94．7�
24 ブランダード 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成簗詰 貴彦氏 本間 忍 日高 ヤナガワ牧場 368－101：10．12� 187．2�
11 スプリングハズカム 牝3青鹿54 菱田 裕二�和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム 516＋221：10．63 104．7�
815 チェインドレディー 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 404－ 41：11．02� 14．7�
23 キョウエイシンシア 牝3鹿 54 荻野 極田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 中田 英樹 422－ 61：11．1� 48．4�
713 キョウワソレイユ 牝3栗 54 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 436－ 21：12．710 142．9�

（12頭）
36 メイショウウチデ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 000 （競走除外）

611 フクノナルボンヌ 牝3栗 54
51 ▲菅原 明良福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 000 （競走除外）

714 ヤマカツルビー 牝3黒鹿54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 000 （競走除外）

816 ヒ ル ド 牝3鹿 54
53 ☆横山 武史杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，131，400円 複勝： 28，331，500円 枠連： 7，570，400円
馬連： 34，749，300円 馬単： 19，238，600円 ワイド： 25，208，800円
3連複： 47，453，900円 3連単： 64，815，500円 計： 247，499，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（3－6） 1，020円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 360円 �� 240円 �� 270円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 4，990円

票 数

単勝票数 差引計 201314（返還計 7645） 的中 � 39290（3番人気）
複勝票数 差引計 283315（返還計 14257） 的中 � 50059（2番人気）� 45555（3番人気）� 79641（1番人気）
枠連票数 差引計 75704（返還計 292） 的中 （3－6） 5720（5番人気）
馬連票数 差引計 347493（返還計 23085） 的中 �� 31402（3番人気）
馬単票数 差引計 192386（返還計 10986） 的中 �� 8349（7番人気）
ワイド票数 差引計 252088（返還計 17583） 的中 �� 16275（4番人気）�� 27758（1番人気）�� 23791（2番人気）
3連複票数 差引計 474539（返還計 49316） 的中 ��� 39557（1番人気）
3連単票数 差引計 648155（返還計 66557） 的中 ��� 9407（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．2―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．8―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤデルタ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Charismatic デビュー 2018．6．9 阪神4着

2016．3．31生 牡3鹿 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走除外〕 メイショウウチデ号・フクノナルボンヌ号・ヤマカツルビー号・ヒルド号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワソレイユ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月15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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カッシーニ号・ソルパシオン号・ミニオンペール号・レッドルーナ号

17002 6月15日 曇 良 （1函館1） 第1日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・右）

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

11 ファンタスティック 牡3栗 56
55 ☆武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 466＋ 21：47．0 9．7�

68 シンゼンストロング 牡3鹿 56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 500＋ 41：47．21� 7．9�
33 グランデラムジー 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 474－ 6 〃 ハナ 4．1�
44 リュウノイカリ 牡3黒鹿56 池添 謙一二口 雅一氏 牧浦 充徳 平取 船越 伸也 492＋121：47．52 4．4�
56 スカーレットサクラ 牝3栗 54 川島 信二新井 浩明氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 504＋101：47．71� 17．3�
22 マカルーテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 乾 皆雄 B490± 01：47．91 8．3�

67 エルラティオ 牡3青鹿 56
55 ☆富田 暁�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 81：48．21� 76．1�
812 ヘルニーニョアキラ 牡3鹿 56 丹内 祐次 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 新ひだか 高橋 義浩 B472＋ 2 〃 クビ 3．4�
79 カシノヴィオレ 牝3栗 54 木幡 初也柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 原口牧場 434＋ 21：48．3クビ 91．3�
710 ジョイクローネ 牡3鹿 56 黛 弘人西村 亮二氏 武井 亮 日高 いとう牧場 510－121：49．04 20．5�
811 フッカツノジュモン 牡3黒鹿 56

53 ▲菅原 明良薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 494－ 41：50．9大差 52．0�
（11頭）

55 エスコビージャ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，643，700円 複勝： 28，377，500円 枠連： 5，997，800円
馬連： 28，028，700円 馬単： 16，610，000円 ワイド： 23，236，100円
3連複： 38，238，500円 3連単： 52，835，000円 計： 209，967，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 250円 � 200円 � 170円 枠 連（1－6） 3，650円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 6，990円

ワ イ ド �� 960円 �� 680円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 27，320円

票 数

単勝票数 差引計 166437（返還計 809） 的中 � 13709（6番人気）
複勝票数 差引計 283775（返還計 768） 的中 � 26022（6番人気）� 36273（4番人気）� 47621（3番人気）
枠連票数 差引計 59978（返還計 25） 的中 （1－6） 1272（17番人気）
馬連票数 差引計 280287（返還計 4340） 的中 �� 7395（14番人気）
馬単票数 差引計 166100（返還計 1512） 的中 �� 1780（32番人気）
ワイド票数 差引計 232361（返還計 2861） 的中 �� 6034（15番人気）�� 8836（11番人気）�� 9745（9番人気）
3連複票数 差引計 382385（返還計 9850） 的中 ��� 7411（16番人気）
3連単票数 差引計 528350（返還計 16534） 的中 ��� 1402（114番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．1―42．8―55．6―1：08．4―1：21．3―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．6
1
3
・（1，12）（2，3）4，8，6（7，9，10）11
1，12（2，3）（8，6，4）－7，9，11，10

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

勝馬の
紹 介

ファンタスティック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．5 札幌9着

2016．1．26生 牡3栗 母 ルヴェソンヴェール 母母 フェートデュヴァン 8戦1勝 賞金 8，600，000円
〔競走除外〕 エスコビージャ号は，競馬の公正確保のため競走除外。

第１回 函館競馬 第１日

―
―
―
―

―



17003 6月15日 曇 良 （1函館1） 第1日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

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 ブルーファンク 牝3栗 54 吉田 隼人市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 59．3 2．6�

56 カネショウベリー 牝3芦 54 岩田 康誠清水 正裕氏 古賀 史生 日高 サンシャイン
牧場 432－ 21：00．15 6．0�

710 コーリンミルキー 牝3芦 54 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 508－ 21：00．31� 7．8�
812 スリーヴリーグ 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム B506－ 21：00．4クビ 5．0�
22 ローレルリース 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史岡田 牧雄氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 512－ 41：00．61� 43．7�

11 ザセイシュンズモウ 牝3栗 54 松岡 正海芳賀 克也氏 伊藤 伸一 浦河 荻伏三好フ
アーム 428－ 6 〃 クビ 50．9�

68 セイユウビューティ 牝3栗 54
51 ▲菅原 明良松岡 正二氏 加藤 和宏 浦河 カケハムポニークラブ 432－101：00．81� 126．3�

55 フューチャーベース 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 466＋101：01．22� 3．5�
67 プリモパンサー 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450＋ 81：01．3� 18．5�
（9頭）

33 グラマラススカイ 牝3黒鹿 54
51 ▲団野 大成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 000 （競走除外）

79 メイショウメイリン 牡3黒鹿 56
53 ▲亀田 温心松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 000 （競走除外）

811 カフェドラペ 牝3青鹿54 木幡 初也吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，629，000円 複勝： 22，160，600円 枠連： 6，332，500円
馬連： 29，596，100円 馬単： 16，529，100円 ワイド： 19，694，700円
3連複： 33，375，200円 3連単： 54，019，900円 計： 203，337，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 180円 � 190円 枠 連（4－5） 330円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 370円 �� 450円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 差引計 216290（返還計 1459） 的中 � 64093（1番人気）
複勝票数 差引計 221606（返還計 1659） 的中 � 44880（2番人気）� 29826（4番人気）� 28184（5番人気）
枠連票数 差引計 63325（返還計 325） 的中 （4－5） 14704（1番人気）
馬連票数 差引計 295961（返還計 6769） 的中 �� 30851（3番人気）
馬単票数 差引計 165291（返還計 2587） 的中 �� 9385（4番人気）
ワイド票数 差引計 196947（返還計 5497） 的中 �� 13994（5番人気）�� 11119（8番人気）�� 9067（10番人気）
3連複票数 差引計 333752（返還計 13863） 的中 ��� 14548（7番人気）
3連単票数 差引計 540199（返還計 21025） 的中 ��� 5800（21番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．6―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．5―46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．4
3 4，5，7，10，6（2，8，12）－1 4 4，5（7，10）6，2（8，12）－1

勝馬の
紹 介

ブルーファンク �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．11 札幌11着

2016．2．25生 牝3栗 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔競走除外〕 グラマラススカイ号・メイショウメイリン号・カフェドラペ号は，競馬の公正確保のため競走除外。
※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 マジックハンター号

17004 6月15日 曇 良 （1函館1） 第1日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時20分 （芝・右）

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

48 メガディスカバリー �3鹿 56 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 82：00．5 121．9�
611 トーセンオリンピア 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ
スティファーム 496＋ 6 〃 アタマ 3．9�

713 エクスプローシブ 牡3栗 56 岩田 康誠 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 2 〃 クビ 4．1�

47 ビッグバジェット 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 454－ 42：00．71� 8．4�
24 ブルーノバローズ 牡3鹿 56 池添 謙一猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 474＋ 42：00．8クビ 9．3�
11 クリムゾンスター 牝3黒鹿54 石川裕紀人 N．ウェレット氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B426－102：00．9� 41．8�
36 キ ャ リ ー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 R．アンダーソン氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 440± 0 〃 ハナ 6．5�
12 プライムシスター 牝3黒鹿54 吉田 隼人合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 488＋162：01．0� 12．1�
815 ベルファーリング 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星子安 裕樹氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436－20 〃 ハナ 16．4�
35 ナ ミ ブ 牡3鹿 56 松岡 正海�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 436－122：01．31� 20．7�
816 タイキマイスター 牡3栗 56 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 468－ 22：02．04 92．2�
510 シナリオライン 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 502＋ 42：02．53 139．3�

612 スマートユニバンス 牡3栗 56 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472± 02：03．35 7．5�
23 キングリキュール 牡3黒鹿56 菱田 裕二澤田 孝之氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 B448＋ 42：04．89 116．2�

（14頭）
59 ノ ア キ セ キ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 000 （競走除外）

714 グランジェット 牡3鹿 56
53 ▲亀田 温心間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 猪野毛牧場 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，608，800円 複勝： 38，359，600円 枠連： 10，379，500円
馬連： 41，360，800円 馬単： 19，517，100円 ワイド： 32，164，700円
3連複： 53，809，500円 3連単： 65，285，900円 計： 284，485，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，190円 複 勝 � 2，410円 � 160円 � 170円 枠 連（4－6） 1，200円

馬 連 �� 35，070円 馬 単 �� 74，300円

ワ イ ド �� 8，490円 �� 9，180円 �� 330円

3 連 複 ��� 38，000円 3 連 単 ��� 401，120円

票 数

単勝票数 差引計 236088（返還計 354） 的中 � 1549（13番人気）
複勝票数 差引計 383596（返還計 376） 的中 � 2732（13番人気）� 75033（1番人気）� 66464（2番人気）
枠連票数 差引計 103795（返還計 9 ） 的中 （4－6） 6677（4番人気）
馬連票数 差引計 413608（返還計 1616） 的中 �� 914（52番人気）
馬単票数 差引計 195171（返還計 484） 的中 �� 197（121番人気）
ワイド票数 差引計 321647（返還計 1299） 的中 �� 893（54番人気）�� 825（56番人気）�� 29096（1番人気）
3連複票数 差引計 538095（返還計 4037） 的中 ��� 1062（103番人気）
3連単票数 差引計 652859（返還計 4890） 的中 ��� 118（810番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―11．4―11．9―12．4―12．4―12．5―12．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．2―34．6―46．5―58．9―1：11．3―1：23．8―1：36．2―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3
3，6（5，4，12）（2，10）（7，11，16）1（13，15）－8・（3，6）（5，4，11）2（1，7，12）8（13，10）（15，16）

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

勝馬の
紹 介

メガディスカバリー �

父 ワークフォース �


母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．24 東京7着

2016．4．3生 �3鹿 母 ギンザクイーンビー 母母 アーネストデザイア 8戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 ノアキセキ号・グランジェット号は，競馬の公正確保のため競走除外。

―
―
―

―
―



17005 6月15日 曇 良 （1函館1） 第1日 第5競走 ��
��1，000�2歳新馬

発走12時10分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
57．2
55．0

良
良

68 ブルーパピヨン 牝2鹿 54 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 444 ― 58．1 14．6�
22 アーマーバローズ 牡2鹿 54 四位 洋文猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 458 ― 58．31� 4．8�
812 アポロセイラン 牡2鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 448 ― 58．4� 4．2�
56 ニルカンタテソーロ 牡2栗 54

53 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 434 ― 〃 ハナ 5．1�

67 アドラブルリリー 牝2栗 54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 中田 浩美 392 ― 58．5� 13．9�
44 カズモンレアーレ 牡2鹿 54 吉田 隼人合同会社雅苑興業 西村 真幸 新ひだか タガミファーム 412 ― 58．6� 3．1�
11 サイモンベラーノ 牝2栗 54 松岡 正海澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 454 ― 58．81� 19．3�
811 ガンバリマッセ 牡2鹿 54 木幡 初也村田 哲朗氏 粕谷 昌央 平取 二風谷ファーム 462 ―1：03．7大差 28．2�
79 イチゴパフェ 牝2鹿 54 的場 勇人田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 大栄牧場 414 ―1：17．6大差 66．3�
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33 コパノフィーリング 牝2鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 000 ― （競走除外）

55 ダンツクォーレ 牡2黒鹿54 川島 信二山元 哲二氏 山内 研二 浦河 田中スタッド 000 ― （競走除外）

710 レッドヴェイパー 牝2鹿 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 000 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，672，500円 複勝： 22，690，100円 枠連： 6，457，200円
馬連： 30，341，300円 馬単： 17，665，800円 ワイド： 21，308，300円
3連複： 37，400，300円 3連単： 59，812，500円 計： 219，348，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 280円 � 150円 � 150円 枠 連（2－6） 1，340円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 860円 �� 650円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 21，340円

票 数

単勝票数 差引計 236725（返還計 5779） 的中 � 13687（6番人気）
複勝票数 差引計 226901（返還計 2392） 的中 � 15983（5番人気）� 43846（3番人気）� 45858（2番人気）
枠連票数 差引計 64572（返還計 512） 的中 （2－6） 3720（9番人気）
馬連票数 差引計 303413（返還計 7056） 的中 �� 7674（12番人気）
馬単票数 差引計 176658（返還計 3925） 的中 �� 2329（27番人気）
ワイド票数 差引計 213083（返還計 4947） 的中 �� 5993（13番人気）�� 8080（10番人気）�� 17220（4番人気）
3連複票数 差引計 374003（返還計 11956） 的中 ��� 9050（10番人気）
3連単票数 差引計 598125（返還計 19621） 的中 ��� 2032（85番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．7―35．4―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．4
3 ・（7，8）4（12，2）（1，6）＝11＝9 4 ・（7，8，4）（12，2）（1，6）＝11＝9

勝馬の
紹 介

ブルーパピヨン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

2017．3．13生 牝2鹿 母 ブルーピアス 母母 フジノバンナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 コパノフィーリング号・ダンツクォーレ号・レッドヴェイパー号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔発走状況〕 イチゴパフェ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 カズモンレアーレ号の騎手吉田隼人は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

カズモンレアーレ号の騎手吉田隼人は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガンバリマッセ号・イチゴパフェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月

15日まで平地競走に出走できない。

17006 6月15日 曇 良 （1函館1） 第1日 第6競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走12時40分 （ダート・右）
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

11 シ ン ラ イ 牡3芦 56
55 ☆横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 468－ 21：45．8 5．4�

56 カーブドシール 牡3鹿 56 岩田 康誠�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490± 0 〃 ハナ 1．9�

22 メイショウフナカジ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 454＋121：47．5大差 21．4�
57 パリッシュブルー 牝3栗 54 川島 信二大野 富生氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 432＋ 61：48．35 16．3�
69 ハクサンメイゲツ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 454＋ 61：49．04 79．9�
45 デ ア デ ビ ル 牡3鹿 56 木幡 初也�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B494－ 81：49．53 10．4�
813 ドンキースタイル 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 浦河 富田牧場 462＋ 81：50．24 4．6�
33 シュリュッセル 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 B504－ 81：50．41� 72．8�
44 ラインシャーロット 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 446－ 4 〃 ハナ 13．9�
812 クロスビーム 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太畑佐 博氏 上村 洋行 新冠 細川農場 440－ 21：50．61� 21．7�
（10頭）

68 トモジャマサムネ 牡3栗 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 日高 シンボリ牧場 000 （競走除外）

710 トキノミドリ �3鹿 56 横山 和生岡田 勇氏 土田 稔 新ひだか 久米 和夫 000 （競走除外）

711 スズカスパイカー 牡3栗 56 柴山 雄一永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，490，100円 複勝： 30，848，300円 枠連： 7，306，800円
馬連： 28，958，900円 馬単： 19，961，100円 ワイド： 21，255，600円
3連複： 37，674，200円 3連単： 61，474，200円 計： 226，969，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 110円 � 350円 枠 連（1－5） 420円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，220円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 11，040円

票 数

単勝票数 差引計 194901（返還計 353） 的中 � 28681（3番人気）
複勝票数 差引計 308483（返還計 377） 的中 � 39544（2番人気）� 142803（1番人気）� 11218（8番人気）
枠連票数 差引計 73068（返還計 288） 的中 （1－5） 13425（1番人気）
馬連票数 差引計 289589（返還計 1836） 的中 �� 53177（1番人気）
馬単票数 差引計 199611（返還計 772） 的中 �� 11160（4番人気）
ワイド票数 差引計 212556（返還計 1126） 的中 �� 28531（1番人気）�� 3872（17番人気）�� 7838（8番人気）
3連複票数 差引計 376742（返還計 3910） 的中 ��� 11593（10番人気）
3連単票数 差引計 614742（返還計 5286） 的中 ��� 4035（35番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．1―12．4―12．2―12．2―12．3―12．8―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．4―42．8―55．0―1：07．2―1：19．5―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．6
1
3
・（1，6）13（2，4）7（3，12）5，9・（1，6）－2（4，13）7－（9，5）3－12

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

勝馬の
紹 介

シ ン ラ イ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2019．2．17 小倉11着

2016．4．9生 牡3芦 母 ハッピーティア 母母 ハッピーチケット 6戦1勝 賞金 7，750，000円
〔競走除外〕 トモジャマサムネ号・トキノミドリ号・スズカスパイカー号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔制裁〕 ラインシャーロット号の騎手武藤雅は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

―
―
―

―
―
―



17007 6月15日 曇 良 （1函館1） 第1日 第7競走 ��
��1，000�3歳以上1勝クラス

発走13時10分 （500万円以下） （ダート・右）
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

67 � アースミステリー 牡5栗 57 北村 友一 �グリーンファーム田中 博康 米 Best A Luck
Farm LLC B468± 0 59．3 6．6�

11 タイキラメール 牡6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 476± 0 〃 ハナ 11．1�

79 マイネルバトゥータ 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 482－ 8 〃 クビ 4．4�

66 ゴールドタンバリン 牝4栗 55
52 ▲菅原 明良吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 59．51 7．2�

78 サンジレット 牡5栗 57 小島 太一 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新冠 前川 隆範 506－ 41：00．03 3．0�
810� スズカブレーン 牡7鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B492± 01：00．21� 38．0�
811 ナムラオッケー 牝3鹿 52 国分 恭介奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 416－ 41：00．51� 18．6�
44 � ユ ニ キ ャ ラ 牝3鹿 52

49 ▲団野 大成岡 浩二氏 中竹 和也 米 Claiborne
Farm 492＋10 （競走中止） 4．0�
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22 トウショウデュエル 牡7栗 57 木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 000 （競走除外）

33 ペイシャディア 牝4黒鹿55 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 000 （競走除外）

55 キンゲショウ 牝4栗 55 松岡 正海�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 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，790，000円 複勝： 22，934，800円 枠連： 6，844，000円
馬連： 30，751，600円 馬単： 16，667，800円 ワイド： 19，938，700円
3連複： 36，004，800円 3連単： 58，937，300円 計： 214，869，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 210円 � 190円 枠 連（1－6） 1，310円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 890円 �� 570円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 32，070円

票 数

単勝票数 差引計 227900（返還計 661） 的中 � 27285（4番人気）
複勝票数 差引計 229348（返還計 550） 的中 � 26511（6番人気）� 27743（5番人気）� 34112（3番人気）
枠連票数 差引計 68440（返還計 491） 的中 （1－6） 4027（7番人気）
馬連票数 差引計 307516（返還計 2394） 的中 �� 7649（16番人気）
馬単票数 差引計 166678（返還計 991） 的中 �� 2310（29番人気）
ワイド票数 差引計 199387（返還計 1677） 的中 �� 5573（16番人気）�� 9200（8番人気）�� 8718（9番人気）
3連複票数 差引計 360048（返還計 6866） 的中 ��� 5920（20番人気）
3連単票数 差引計 589373（返還計 7990） 的中 ��� 1332（148番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．2―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アースミステリー �
�
父 Overdriven �

�
母父 Crusader Sword デビュー 2016．12．11 中山8着

2014．4．9生 牡5栗 母 Terry M. 母母 Appealing Brunette 13戦3勝 賞金 25，147，000円
〔競走除外〕 トウショウデュエル号・ペイシャディア号・キンゲショウ号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔競走中止〕 ユニキャラ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

17008 6月15日 曇 良 （1函館1） 第1日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
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

610 ジョーマンデリン 牝3芦 52 吉田 隼人上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 476－ 61：08．6 2．5�
57 マイネルパッセ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 472＋101：08．81� 4．3�
813 ニシノコデマリ 牝4鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 426± 0 〃 クビ 29．3�
22 スズカフェラリー 牝4鹿 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 422＋ 21：08．9� 5．4�
34 トーセンオパール 牝3芦 52

49 ▲菅原 明良島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 402＋ 41：09．0クビ 16．4�

46 ヤマニンベルベーヌ 牝5栗 55 横山 和生土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 462－ 41：09．1� 21．0�
45 イッツマイターン 牡4鹿 57

56 ☆武藤 雅岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 514－ 21：09．31� 7．1�

58 フラウティスタ 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 446＋ 8 〃 クビ 9．2�
69 テンモントム 牡3鹿 54 荻野 極 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B442＋ 41：09．51 57．7�
11 � ファーベライト 牝4黒鹿55 石川裕紀人髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 480＋ 81：10．35 25．6�
（10頭）

33 フォレブルート 牝3鹿 52 北村 友一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 000 （競走除外）

712 スリーマグナム 牡4鹿 57 松岡 正海永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 000 （競走除外）

814� ソフトポジション 牡4鹿 57 川島 信二北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 000 （競走除外）

711� ヨドノローズ 牝6栗 55
52 ▲亀田 温心海原 聖一氏 高橋 義博 浦河 林農場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，897，900円 複勝： 29，186，100円 枠連： 8，115，800円
馬連： 36，597，100円 馬単： 19，578，600円 ワイド： 26，753，500円
3連複： 44，301，600円 3連単： 66，649，200円 計： 256，079，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 140円 � 460円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，220円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 15，170円

票 数

単勝票数 差引計 248979（返還計 1514） 的中 � 77578（1番人気）
複勝票数 差引計 291861（返還計 1162） 的中 � 59926（2番人気）� 67987（1番人気）� 10514（9番人気）
枠連票数 差引計 81158（返還計 274） 的中 （5－6） 14278（1番人気）
馬連票数 差引計 365971（返還計 4991） 的中 �� 40685（1番人気）
馬単票数 差引計 195786（返還計 1651） 的中 �� 11985（1番人気）
ワイド票数 差引計 267535（返還計 2968） 的中 �� 27191（1番人気）�� 5179（19番人気）�� 4902（20番人気）
3連複票数 差引計 443016（返還計 10134） 的中 ��� 7852（13番人気）
3連単票数 差引計 666492（返還計 12345） 的中 ��� 3185（42番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．9―11．8―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．2―45．0―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーマンデリン �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2018．11．10 東京1着

2016．5．3生 牝3芦 母 ジョーアラマート 母母 タイキフレグランス 3戦2勝 賞金 14，500，000円
〔出走取消〕 ヨドノローズ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔競走除外〕 フォレブルート号・スリーマグナム号・ソフトポジション号は，競馬の公正確保のため競走除外。

―
―
― ―

―
―



17009 6月15日 曇 良 （1函館1） 第1日 第9競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
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

45 ソルトイブキ 牡3黒鹿 54
53 ☆富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 484＋ 41：46．1 2．9�

34 リョウランヒーロー 牡5黒鹿 57
56 ☆横山 武史佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 484－ 2 〃 アタマ 5．7�

11 サンライズナイト 牡4黒鹿57 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B498＋ 81：46．41� 8．3�
711 デルマシャンパン 牝4黒鹿55 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 466－ 2 〃 クビ 9．0�
57 エトワールドパリ 牝4芦 55

54 ☆武藤 雅 �グリーンファーム深山 雅史 千歳 社台ファーム 480－ 61：47．88 9．6�
33 ダノンシティ 牡3鹿 54 北村 友一�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 61：47．9クビ 12．7�
58 � スプレンジーナ 牝4栗 55

52 ▲亀田 温心�長浜牧場 大和田 成 千歳 社台ファーム 408＋141：48．32� 160．1�
22 ビービーゲイル 牡3鹿 54 松岡 正海坂東 勝彦氏 中舘 英二 日高 クリアファーム 510＋ 81：49．15 30．6�
813 メイショウイフウ 牡3黒鹿54 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 506－ 8 〃 クビ 8．5�
69 イラプション �4鹿 57 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 536＋ 21：49．31� 10．6�
712 スズカブランコ 牡3栗 54

53 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 444＋ 21：49．61� 14．9�
814� カープギャル 牝4鹿 55

52 ▲菅原 明良西村 憲人氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田牧場 B466± 01：54．8大差 112．5�
（12頭）

46 ガッツィーソート 牡4栗 57 吉田 隼人小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 000 （競走除外）

610 サトノクライム 牡3鹿 54 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，043，500円 複勝： 40，904，600円 枠連： 12，054，000円
馬連： 44，200，700円 馬単： 21，596，800円 ワイド： 35，268，300円
3連複： 60，971，800円 3連単： 77，575，300円 計： 319，615，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 200円 枠 連（3－4） 660円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 320円 �� 500円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 差引計 270435（返還計 832） 的中 � 73524（1番人気）
複勝票数 差引計 409046（返還計 530） 的中 � 94741（1番人気）� 71271（2番人気）� 43658（3番人気）
枠連票数 差引計 120540（返還計 27） 的中 （3－4） 14064（1番人気）
馬連票数 差引計 442007（返還計 2370） 的中 �� 38705（1番人気）
馬単票数 差引計 215968（返還計 1483） 的中 �� 11317（1番人気）
ワイド票数 差引計 352683（返還計 1330） 的中 �� 30977（1番人気）�� 17492（2番人気）�� 13347（5番人気）
3連複票数 差引計 609718（返還計 6015） 的中 ��� 29554（1番人気）
3連単票数 差引計 775753（返還計 9047） 的中 ��� 7969（1番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．9―12．6―12．6―12．3―12．5―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．0―42．6―55．2―1：07．5―1：20．0―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．6
1
3
・（3，7）（11，14）（5，12）1，13，8，2－9，4・（3，7，5）（11，1）13（9，4）（12，2）8－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ソルトイブキ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．8 京都8着

2016．3．19生 牡3黒鹿 母 アイノココロ 母母 マイバレンタイン 8戦2勝 賞金 17，950，000円
〔競走除外〕 ガッツィーソート号・サトノクライム号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔制裁〕 リョウランヒーロー号の騎手横山武史は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カープギャル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月15日まで平地競走

に出走できない。

17010 6月15日 曇 良 （1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，1勝クラス（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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

22 ジャディード 牡4黒鹿57 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 456＋162：43．2 7．9�
55 タガノシャルドネ 牡5鹿 57 国分 恭介八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B470＋ 4 〃 ハナ 32．6�
89 プ ル ク ラ 牡3栗 53 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 クビ 1．7�
66 ディーグランデ �5鹿 57 柴山 雄一嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 470＋122：43．3� 42．7�
44 イクヨロブロイ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 482＋ 82：43．4クビ 36．7�
77 エスピリトゥオーゾ 牡5栗 57 富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 468± 0 〃 ハナ 27．9�
11 サンアップルトン 牡3黒鹿53 黛 弘人 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 476＋202：43．61� 2．3�
88 � マイネルシルバリー 牡5芦 57 松岡 正海杉浦 和也氏 浅野洋一郎 新ひだか グランド牧場 512＋112：50．8大差 71．2�

（8頭）
33 � リードザフィールド 牡5栗 57 武藤 雅岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 37，145，900円 複勝： 38，801，400円 枠連： 7，513，800円
馬連： 40，774，700円 馬単： 31，749，100円 ワイド： 27，620，400円
3連複： 54，229，000円 3連単： 141，956，500円 計： 379，790，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 180円 � 330円 � 110円 枠 連（2－5） 4，440円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 830円 �� 280円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 25，720円

票 数

単勝票数 差引計 371459（返還計 145） 的中 � 37222（3番人気）
複勝票数 差引計 388014（返還計 132） 的中 � 31769（3番人気）� 13823（5番人気）� 212268（1番人気）
枠連票数 差引計 75138（返還計 256） 的中 （2－5） 1309（13番人気）
馬連票数 差引計 407747（返還計 1124） 的中 �� 7944（13番人気）
馬単票数 差引計 317491（返還計 638） 的中 �� 2722（20番人気）
ワイド票数 差引計 276204（返還計 989） 的中 �� 7782（10番人気）�� 28241（3番人気）�� 11052（6番人気）
3連複票数 差引計 542290（返還計 3575） 的中 ��� 15379（9番人気）
3連単票数 差引計1419565（返還計 7282） 的中 ��� 4001（62番人気）

ハロンタイム 13．1―12．6―12．9―13．2―13．3―13．2―12．7―13．1―11．7―11．7―11．7―11．6―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�
13．1―25．7―38．6―51．8―1：05．1―1：18．3―1：31．0―1：44．1―1：55．8―2：07．5―2：19．2―2：30．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．4―3F35．7
1
�

・（8，7，6）2（1，4）5，9・（5，2）1（7，6）4，9＝8
2
�
7，6（8，2）（1，4）5，9・（5，2）（6，1）（7，9）4＝8

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャディード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．2．3 東京7着

2015．4．3生 牡4黒鹿 母 ジ ャ ド ー ル 母母 イージーラヴァー 12戦2勝 賞金 27，737，000円
〔競走除外〕 リードザフィールド号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルシルバリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月15日まで平

地競走に出走できない。

―
―

―



17011 6月15日 曇 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下）；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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

22 � レコードチェイサー 牝3栗 52 富田 暁�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 436－ 61：08．6 2．4�
11 オ フ ク ヒ メ 牝6黒鹿55 坂井 瑠星山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 468＋ 8 〃 クビ 18．0�
33 オーパキャマラード 牝3黒鹿52 北村 友一�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 482＋ 21：08．81� 5．5�
69 イサチルルンルン 牝4鹿 55 松岡 正海小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B460＋ 61：08．9� 9．5�
45 ア リ ン ナ 牝5鹿 55 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 426－ 81：09．0クビ 7．0�
44 タイセイソニック 牡4黒鹿57 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 462＋101：09．21 6．7�
711 リノワールド 牝4栗 55 横山 和生星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 416－ 21：09．41 24．1�
813 モンファロン 牡4黒鹿57 柴山 雄一杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 B466＋ 2 〃 クビ 49．5�
56 � ルマーカーブル 牡3鹿 54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 520± 01：09．5クビ 8．1�
812 イノバティブ �5鹿 57 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 456－ 41：10．13� 43．9�

（10頭）
57 センショウユウト 牡4鹿 57 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 000 （競走除外）

68 ショウナンタイガ 牡3鹿 54 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 000 （競走除外）

710 ロイヤルメジャー 牝5鹿 55 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 51，063，300円 複勝： 61，176，000円 枠連： 25，363，000円
馬連： 129，744，200円 馬単： 58，507，100円 ワイド： 74，844，800円
3連複： 178，374，600円 3連単： 257，518，800円 計： 836，591，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 310円 � 180円 枠 連（1－2） 2，570円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 750円 �� 360円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 17，590円

票 数

単勝票数 差引計 510633（返還計 2922） 的中 � 169189（1番人気）
複勝票数 差引計 611760（返還計 2378） 的中 � 187347（1番人気）� 35520（7番人気）� 79109（2番人気）
枠連票数 差引計 253630（返還計 141） 的中 （1－2） 7641（11番人気）
馬連票数 差引計1297442（返還計 20040） 的中 �� 42004（10番人気）
馬単票数 差引計 585071（返還計 7690） 的中 �� 11720（12番人気）
ワイド票数 差引計 748448（返還計 12176） 的中 �� 24767（10番人気）�� 57803（2番人気）�� 12965（23番人気）
3連複票数 差引計1783746（返還計 52807） 的中 ��� 37999（12番人気）
3連単票数 差引計2575188（返還計 76444） 的中 ��� 10609（54番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．7―11．1―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．6―44．7―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F35．0
3 ・（2，5）（11，12）1，13，3，9－4－6 4 ・（2，5）（1，11，12）－（3，9）13，4－6

勝馬の
紹 介

�レコードチェイサー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 アドマイヤムーン （2戦0勝 賞金 1，600，000円）

2016．3．22生 牝3栗 母 ゴールドチェイス 母母 セクレゴールド 2戦2勝 賞金 22，480，000円
地方デビュー 2018．5．10 門別

〔競走除外〕 センショウユウト号・ショウナンタイガ号・ロイヤルメジャー号は，競馬の公正確保のため競走除外。

17012 6月15日 曇 良 （1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，1勝クラス（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

810 サクラユニヴァース 牝4青鹿55 吉田 隼人�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 466－ 81：48．3 5．4�
77 フ ラ ル 牝3鹿 52 横山 武史�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋101：48．51� 5．0�
44 ミモザイエロー 牝3栗 52 武藤 雅青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 456＋ 41：48．6� 1．6�
33 ブラックイメル 牝4黒鹿55 石川裕紀人ケーエスHD 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 472－ 4 〃 ハナ 93．2�
11 アイネバーフェイル 牝4黒鹿55 丹内 祐次飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 470＋141：48．7� 10．3�
22 ターフェルムジーク 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 444＋221：49．12� 19．1�
55 エイカイマドンナ 牝4鹿 55 荻野 極二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 クビ 12．0�
89 コウセイマユヒメ 牝8鹿 55 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 466± 01：49．31� 89．6�

（8頭）
66 アドマイヤアルパマ 牝5鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 000 （競走除外）

78 � レッドフィオナ 牝4芦 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 454＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，818，000円 複勝： 49，092，900円 枠連： 11，708，200円
馬連： 51，585，100円 馬単： 32，725，300円 ワイド： 34，926，100円
3連複： 53，837，500円 3連単： 115，970，200円 計： 389，663，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（7－8） 830円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 290円 �� 150円 �� 160円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 4，990円

票 数

単勝票数 差引計 398180（返還計 37561） 的中 � 58013（3番人気）
複勝票数 差引計 490929（返還計 43510） 的中 � 66341（3番人気）� 67102（2番人気）� 264489（1番人気）
枠連票数 差引計 117082（返還計 4082） 的中 （7－8） 10860（3番人気）
馬連票数 差引計 515851（返還計134427） 的中 �� 26284（6番人気）
馬単票数 差引計 327253（返還計 84686） 的中 �� 8459（10番人気）
ワイド票数 差引計 349261（返還計 98820） 的中 �� 23013（5番人気）�� 67620（1番人気）�� 61120（2番人気）
3連複票数 差引計 538375（返還計276327） 的中 ��� 93096（1番人気）
3連単票数 差引計1159702（返還計590443） 的中 ��� 16848（16番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―12．3―12．5―11．8―11．6―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―36．8―49．3―1：01．1―1：12．7―1：24．5―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．3．10 中京2着

2015．4．21生 牝4青鹿 母 サクラレーヌ 母母 セダンフオーエバー 10戦2勝 賞金 24，331，000円
〔競走除外〕 アドマイヤアルパマ号は，競馬の公正確保のため競走除外。

レッドフィオナ号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔左前腕部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。

―
―
―

―



（1函館1）第1日 6月15日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 121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
5，070，000円
15，780，000円
1，040，000円
17，230，000円
48，880，000円
3，146，000円
1，161，600円

勝馬投票券売得金
327，934，100円
412，863，400円
115，643，000円
526，688，500円
290，346，400円
362，220，000円
675，670，900円
1，076，850，300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 3，788，216，600円

総入場人員 7，275名 （有料入場人員 6，479名）


