
20049 7月20日 曇 良 （1函館2） 第5日 第1競走 ��1，800�2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
1：48．3
1：45．6

良
良

77 ブラックホール 牡2黒鹿54 石川裕紀人芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 422＋ 41：51．3 1．9�
44 ウインドジャマー 牡2鹿 54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 480± 01：51．51� 2．7�
22 クリノティファニー 牝2芦 54 武 豊栗本 博晴氏 須貝 尚介 日高 木村牧場 422＋ 21：51．82 11．1�
11 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 466＋ 41：52．11� 23．0�
88 セ コ イ ア 牝2栗 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 444－ 4 〃 ハナ 70．8�
55 ブルーノジュネス 牡2鹿 54 黛 弘人島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 494± 0 〃 クビ 7．9	
33 マコトジェムチュク 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅
ディアマント 寺島 良 千歳 社台ファーム 422－ 81：52．95 22．7�
66 ワイルドピット 牡2栗 54 柴山 雄一 TURH 浅野洋一郎 新ひだか 今 牧場 430－ 41：53．21� 116．5�
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売 得 金
単勝： 27，483，900円 複勝： 60，978，200円 枠連： 発売なし
馬連： 31，656，200円 馬単： 21，372，900円 ワイド： 23，408，300円
3連複： 39，073，700円 3連単： 91，420，500円 計： 295，393，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 160円 �� 300円 �� 290円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，180円

票 数

単勝票数 計 274839 的中 � 116810（1番人気）
複勝票数 計 609782 的中 � 414573（1番人気）� 80182（2番人気）� 27725（4番人気）
馬連票数 計 316562 的中 �� 77691（1番人気）
馬単票数 計 213729 的中 �� 29387（1番人気）
ワイド票数 計 234083 的中 �� 46519（1番人気）�� 17033（5番人気）�� 17748（4番人気）
3連複票数 計 390737 的中 ��� 43551（2番人気）
3連単票数 計 914205 的中 ��� 30301（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．6―13．0―12．8―12．6―12．2―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．9―49．9―1：02．7―1：15．3―1：27．5―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックホール 
�
父 ゴールドシップ 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．7 函館2着

2017．2．16生 牡2黒鹿 母 ヴィーヴァブーケ 母母 ブルーリッジリバー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ブラックホール号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻4分遅延。

20050 7月20日 曇 良 （1函館2） 第5日 第2競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

牝；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 クリノビッグサージ 牝3栗 54
51 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 496－ 2 59．7 2．3�

66 サーストンネイジュ 牝3芦 54 岩田 康誠齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 454＋ 2 59．91� 8．5�
44 ガーデンコンサート 牝3鹿 54 C．ルメール �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 454－ 21：00．75 2．3�
11 キタノキセキ 牝3栗 54 黛 弘人北所 直人氏 松永 康利 日高 森永牧場 440± 01：00．8クビ 16．1�
33 ヤマトフェニックス 牝3鹿 54 勝浦 正樹醍醐 徹氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 B454＋ 21：01．01� 34．9�
77 ハコダテカーニバル 牝3鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 474－ 2 〃 クビ 38．3	
88 ビザージュミニョン 牝3鹿 54 木幡 初也松尾 勝裕氏 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム B458－ 21：01．1クビ 60．1

89 デンコウミシオン 牝3黒鹿54 城戸 義政田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 432－ 2 〃 クビ 12．4�
55 ジャスパーマリン 牝3栗 54

51 ▲団野 大成加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 ヒカル牧場 460＋ 41：01．41� 17．1�
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売 得 金
単勝： 25，269，000円 複勝： 33，294，900円 枠連： 5，093，000円
馬連： 32，907，100円 馬単： 21，419，700円 ワイド： 26，411，200円
3連複： 48，639，700円 3連単： 83，587，100円 計： 276，621，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（2－6） 900円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 320円 �� 160円 �� 270円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 3，900円

票 数

単勝票数 計 252690 的中 � 86366（2番人気）
複勝票数 計 332949 的中 � 94334（2番人気）� 32172（3番人気）� 120960（1番人気）
枠連票数 計 50930 的中 （2－6） 4377（3番人気）
馬連票数 計 329071 的中 �� 25402（3番人気）
馬単票数 計 214197 的中 �� 9544（6番人気）
ワイド票数 計 264112 的中 �� 17753（4番人気）�� 53244（1番人気）�� 22391（2番人気）
3連複票数 計 486397 的中 ��� 57899（1番人気）
3連単票数 計 835871 的中 ��� 15509（11番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．8―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノビッグサージ 
�
父 スマートファルコン 

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2018．7．14 中京7着

2016．3．2生 牝3栗 母 ドルフィンルージュ 母母 ドルフィンスルー 7戦1勝 賞金 8，800，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 函館競馬 第５日



20051 7月20日 曇 良 （1函館2） 第5日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時55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

55 ブライトアクトレス 牝3栗 54
51 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 498± 01：46．0 4．2�

44 ボ ナ セ ー ラ 牡3鹿 56 武 豊山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B468± 01：46．53 4．1�
78 マーベラスアゲン 牡3鹿 56 C．ルメール 浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 470± 01：47．35 3．8�
33 アルモニーセレスト 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 平山牧場 440－ 21：47．51� 123．1�
66 ナムラオニヘイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 八田ファーム 450± 01：47．6� 17．5�
22 ディアマキニスタ 牡3青鹿56 岩田 康誠ディアレストクラブ� 新開 幸一 むかわ 市川牧場 458± 0 〃 ハナ 4．4	
79 カガストロング 牡3栗 56 川島 信二香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 B468＋ 61：48．23� 17．8

810 グランドバレエ 牡3黒鹿56 柴山 雄一吉田 晴哉氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム 464＋101：48．51� 141．5�
811 ハードエイム 牡3栗 56 原田 和真新井 衛氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 438－ 21：48．6� 210．5�
67 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 454＋ 41：49．02 110．5
11 アルファムーン 牡3栗 56 丹内 祐次�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 514－ 4 （競走中止） 6．7�
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売 得 金
単勝： 24，191，200円 複勝： 31，814，100円 枠連： 5，988，500円
馬連： 30，708，900円 馬単： 16，210，300円 ワイド： 25，660，800円
3連複： 43，318，800円 3連単： 62，984，400円 計： 240，877，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 150円 � 140円 枠 連（4－5） 800円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 390円 �� 380円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 8，220円

票 数

単勝票数 計 241912 的中 � 45633（3番人気）
複勝票数 計 318141 的中 � 44853（4番人気）� 56068（3番人気）� 64847（2番人気）
枠連票数 計 59885 的中 （4－5） 5791（4番人気）
馬連票数 計 307089 的中 �� 23941（4番人気）
馬単票数 計 162103 的中 �� 5896（10番人気）
ワイド票数 計 256608 的中 �� 16785（7番人気）�� 17286（6番人気）�� 18467（4番人気）
3連複票数 計 433188 的中 ��� 24515（3番人気）
3連単票数 計 629844 的中 ��� 5555（27番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．0―12．5―12．6―12．5―12．4―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．2―42．7―55．3―1：07．8―1：20．2―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトアクトレス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2019．1．13 中山2着

2016．5．2生 牝3栗 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 7戦1勝 賞金 11，150，000円
〔競走中止〕 アルファムーン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

20052 7月20日 曇 良 （1函館2） 第5日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時25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

23 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 462＋ 61：09．6 2．1�
815 アセンダント 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 442－ 6 〃 クビ 4．5�
24 デュアリティ 牝3鹿 54 勝浦 正樹中西 宏彰氏 高橋 義博 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 502＋ 81：09．7� 96．1�
35 ラインアポロン 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 438＋ 21：09．8� 33．3�
12 コンソラトゥール 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅吉澤 克己氏 庄野 靖志 新ひだか タイヘイ牧場 B492－ 41：10．01� 181．2�
36 デ ィ ノ ー ラ 牝3黒鹿54 武 豊�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 444－ 6 〃 アタマ 5．4	
11 シシリエンヌ 牝3青鹿54 吉田 隼人手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 482＋ 2 〃 ハナ 9．6

510 トウケイココノエ 牝3芦 54 黛 弘人木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 528－ 41：10．1� 51．6�
47 ノーリミッツ 牡3黒鹿56 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 432－ 21：10．31� 40．7�
48 インターロード 牡3黒鹿56 松岡 正海本間 茂氏 伊藤 伸一 新冠 オリエント牧場 464± 01：10．4� 17．2
59 トモノヘイヘイ 牝3黒鹿54 加藤 祥太共田 義夫氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 クビ 85．2�
816 レイナアブソルータ 牝3芦 54 木幡 初也岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 442－ 61：10．5� 320．9�
611 ビ ッ ケ 牡3黒鹿56 北村 友一谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454± 01：10．6� 12．1�
714 クリノショウグン 牡3黒鹿56 横山 和生栗本 博晴氏 坂口 智康 浦河 中村 雅明 490± 01：10．7� 239．8�
612 パティシエール 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452± 01：10．91� 58．7�

713 ホットスタンプ 牝3栗 54
53 ☆横山 武史岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 B448＋ 21：11．64 59．7�
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売 得 金
単勝： 26，354，700円 複勝： 33，444，600円 枠連： 8，877，000円
馬連： 38，263，100円 馬単： 18，142，600円 ワイド： 29，928，500円
3連複： 52，504，800円 3連単： 64，220，100円 計： 271，735，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 � 1，250円 枠 連（2－8） 520円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，980円 �� 4，920円

3 連 複 ��� 12，880円 3 連 単 ��� 44，170円

票 数

単勝票数 計 263547 的中 � 97054（1番人気）
複勝票数 計 334446 的中 � 97558（1番人気）� 53591（2番人気）� 4063（13番人気）
枠連票数 計 88770 的中 （2－8） 13114（1番人気）
馬連票数 計 382631 的中 �� 56679（1番人気）
馬単票数 計 181426 的中 �� 13517（1番人気）
ワイド票数 計 299285 的中 �� 35584（1番人気）�� 2309（29番人気）�� 1387（46番人気）
3連複票数 計 525048 的中 ��� 3055（40番人気）
3連単票数 計 642201 的中 ��� 1054（122番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．6―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウウチデ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．2．10 小倉2着

2016．4．9生 牡3鹿 母 メイショウフェーヴ 母母 アルペンローズ 7戦1勝 賞金 13，450，000円
〔制裁〕 アセンダント号の騎手丹内祐次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・11番・9番）



20053 7月20日 曇 良 （1函館2） 第5日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時15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

22 サンライズアキレス 牡3芦 56 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 490± 02：01．2 7．4�
55 モ イ 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成 Him Rock Racing
ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 388＋10 〃 ハナ 23．9�

33 � シードラゴン 牝3鹿 54
53 ☆横山 武史吉田 千津氏 吉村 圭司 仏 Haras De Sainte

Gauburge 434＋ 22：01．52 7．8�
89 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－ 42：02．24 3．9�
77 ショウナンアーサー 牡3黒鹿56 武 豊国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 516－ 62：02．3� 14．8�
66 マ ル ニ 牝3青鹿54 C．ルメール 	シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 436＋ 82：02．72 1．7

88 � エスカレードフジ 牡3鹿 56 川島 信二ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Bugle Hill

Farm, LLC 518＋ 3 〃 ハナ 159．6�
11 ロ ネ ガ ン 牡3黒鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 518＋ 82：03．55 40．1�
44 マテラブレス 牡3栗 56 池添 謙一大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 484＋ 42：03．6	 52．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，021，500円 複勝： 67，580，700円 枠連： 5，004，700円
馬連： 33，165，500円 馬単： 23，817，800円 ワイド： 27，578，000円
3連複： 42，077，600円 3連単： 104，632，300円 計： 331，878，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 400円 � 1，210円 � 430円 枠 連（2－5） 7，830円

馬 連 �� 7，400円 馬 単 �� 12，660円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 620円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 10，260円 3 連 単 ��� 70，890円

票 数

単勝票数 計 280215 的中 � 30246（3番人気）
複勝票数 計 675807 的中 � 47214（3番人気）� 13479（6番人気）� 43060（4番人気）
枠連票数 計 50047 的中 （2－5） 495（17番人気）
馬連票数 計 331655 的中 �� 3471（17番人気）
馬単票数 計 238178 的中 �� 1410（31番人気）
ワイド票数 計 275780 的中 �� 4045（17番人気）�� 12047（7番人気）�� 4176（16番人気）
3連複票数 計 420776 的中 ��� 3074（28番人気）
3連単票数 計1046323 的中 ��� 1070（161番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．1―12．2―12．1―11．7―11．9―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．6―47．7―59．9―1：12．0―1：23．7―1：35．6―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．5
1
3
3，6（1，9）4－8，7－2－5
3－6（1，9）－4，7（8，2）5

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

勝馬の
紹 介

サンライズアキレス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．10 京都9着

2016．3．6生 牡3芦 母 ブラボーデイジー 母母 ブラボーサンライズ 13戦1勝 賞金 12，850，000円
〔制裁〕 サンライズアキレス号の騎手藤岡佑介は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）

20054 7月20日 曇 良 （1函館2） 第5日 第6競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走12時45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

57 ホッコーメヴィウス �3鹿 56
53 ▲団野 大成北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470＋ 21：09．3 7．4�

34 ノンストップ 牝3黒鹿54 C．ルメールゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430＋ 6 〃 ハナ 2．3�

58 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 424－ 21：09．51� 3．6�
45 	 ファインスティール 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 高柳 大輔 米
Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

502－ 41：09．71
 110．0�
22 ケイティグレース 牝3栗 54 松田 大作瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 434＋ 21：09．91 8．2�
610 ツクバハナコ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心荻原 昭二氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 434－ 21：10．11
 31．4	
33 コスモリミックス 牡3青 56 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 酒井牧場 444＋ 2 〃 アタマ 7．3�
813 ファンシーラン 牝3鹿 54 石川裕紀人岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 422－ 21：10．2� 101．3�
814	 ドリームライクエマ 牝3栗 54 岩田 康誠ニューワールドレー

シング� 矢作 芳人 愛 Nausicaa
Syndicate 418＋141：10．3クビ 61．0

46 ピエナアイリス 牝3芦 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 462＋ 21：10．51
 25．7�
712 フィーユブランシェ 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 41：10．6� 46．7�

711 シンボリジョーク 牡3栗 56 勝浦 正樹シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 三石川上牧場 B482＋ 21：11．66 53．4�
11 メルヘンステージ 牝3栗 54 藤岡 康太
下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 B474－ 41：11．91� 133．5�
69 レフレスカンテ 牡3栗 56 加藤 祥太ディアレストクラブ� 藤沢 則雄 伊達 高橋農場 446 ―1：19．1大差 172．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，552，800円 複勝： 32，549，000円 枠連： 8，758，800円
馬連： 32，652，400円 馬単： 15，977，600円 ワイド： 27，448，900円
3連複： 44，863，700円 3連単： 59，200，200円 計： 246，003，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 170円 � 110円 � 110円 枠 連（3－5） 270円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 410円 �� 540円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 12，060円

票 数

単勝票数 計 245528 的中 � 26460（4番人気）
複勝票数 計 325490 的中 � 32319（4番人気）� 86258（1番人気）� 86160（2番人気）
枠連票数 計 87588 的中 （3－5） 24249（1番人気）
馬連票数 計 326524 的中 �� 22876（4番人気）
馬単票数 計 159776 的中 �� 4015（10番人気）
ワイド票数 計 274489 的中 �� 15733（4番人気）�� 11369（8番人気）�� 41117（1番人気）
3連複票数 計 448637 的中 ��� 20393（3番人気）
3連単票数 計 592002 的中 ��� 3558（27番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―11．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．3―44．6―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 3（1，5）（2，6）8，4，7－（13，12）－14－11－10＝9 4 3－（1，5）（2，6）8，4，7（13，12）14＝（11，10）＝9

勝馬の
紹 介

ホッコーメヴィウス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2019．1．27 京都2着

2016．4．15生 �3鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ 7戦1勝 賞金 8，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レフレスカンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月20日まで平地競

走に出走できない。



20055 7月20日 曇 良 （1函館2） 第5日 第7競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走13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
2：32．8
2：28．6

稍重
不良

77 � ジャカンドジョー 牡5鹿 57 松岡 正海井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 464－102：37．6 7．2�
78 エンダウメント 牡3黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 2 〃 ハナ 2．4�
810 サミットプッシュ 牡4青鹿57 石川裕紀人 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 470－ 42：38．02� 6．5�
44 ビオレイメル 牝3栗 52

51 ☆横山 武史ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 470－ 62：38．21� 26．2�
22 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 B478＋ 22：38．51� 26．2	
66 サンレイファイト 牡3栗 54

51 ▲団野 大成永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 448－ 62：39．45 5．4

33 パ シ ー ジ ョ 牡3鹿 54 北村 友一前田 幸治氏 田中 博康 新ひだか 築紫 洋 468＋ 4 〃 クビ 7．9�
11 ロビンズソング 	4黒鹿57 荻野 極吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B522－142：40．04 7．4�
89 � ラッシュワールド 牡5栗 57 竹之下智昭小林 哲之氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 486＋ 82：40．1� 108．3
55 � キングポセイドン 牡4栗 57 丹内 祐次 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 ディアレスト
クラブ 462＋ 62：40．31
 46．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，723，600円 複勝： 27，169，200円 枠連： 6，945，000円
馬連： 29，133，300円 馬単： 15，578，300円 ワイド： 23，140，200円
3連複： 41，029，300円 3連単： 61，258，000円 計： 225，976，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 170円 � 130円 � 170円 枠 連（7－7） 970円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 350円 �� 520円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 10，400円

票 数

単勝票数 計 217236 的中 � 23831（4番人気）
複勝票数 計 271692 的中 � 38425（3番人気）� 67709（1番人気）� 35748（4番人気）
枠連票数 計 69450 的中 （7－7） 5503（5番人気）
馬連票数 計 291333 的中 �� 22969（4番人気）
馬単票数 計 155783 的中 �� 4844（10番人気）
ワイド票数 計 231402 的中 �� 17347（3番人気）�� 10551（6番人気）�� 19742（2番人気）
3連複票数 計 410293 的中 ��� 20094（2番人気）
3連単票数 計 612580 的中 ��� 4270（31番人気）

ハロンタイム 14．4―12．6―13．3―13．5―13．8―14．6―12．8―12．7―12．7―12．2―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
14．4―27．0―40．3―53．8―1：07．6―1：22．2―1：35．0―1：47．7―2：00．4―2：12．6―2：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．9―3F37．2
1
�
10（5，8）（4，7）（2，9）（6，1）3
7－（5，10）8（4，9）（2，1）（3，6）

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

勝馬の
紹 介

�ジャカンドジョー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2014．4．25生 牡5鹿 母 ハーストーリー 母母 モルゲンロート 17戦1勝 賞金 17，450，000円
初出走 JRA

20056 7月20日 晴 良 （1函館2） 第5日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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

58 グッバイガール 牝3黒鹿52 木幡 初也吉田 千津氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 490＋ 21：44．4 12．8�
813 ショウナンマシェリ 牝6鹿 55 岩田 康誠�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468－ 41：45．03� 16．5�
57 チャチャチャ 牝3栗 52 池添 謙一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 438＋ 41：45．64 1．7�
33 ティボリドライヴ 牝3栗 52 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468± 01：46．77 17．9�
22 � ビーコンファイヤー 牝4青鹿55 松田 大作鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 谷口牧場 458± 01：47．02 187．6�
610 ジュリアヴィーナス 牝3鹿 52 加藤 祥太小國 和紀氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 502＋ 4 〃 ハナ 16．5	
11 クリノアスコット 牝4黒鹿 55

52 ▲団野 大成栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 B432＋ 21：47．21 22．3

34 エトワールドパリ 牝4芦 55 丹内 祐次 �グリーンファーム深山 雅史 千歳 社台ファーム B482± 01：47．62� 18．6�
711 トゥービーシック 牝3黒鹿52 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 444＋101：47．81 24．8
45 ヘイセイラスト 牝3鹿 52 藤岡 康太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 516＋ 21：48．11� 4．4�
69 ル ア 牝5黒鹿55 黛 弘人榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：49．05 168．3�
46 ミ ザ イ 牝5芦 55 竹之下智昭ニッシンレーシング 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：49．74 125．2�
712 キタノオドリコ 牝3鹿 52 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 494＋ 21：49．8� 44．4�
814 ナムラオッケー 牝3鹿 52

49 ▲亀田 温心奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 412－ 21：49．9クビ 63．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，679，000円 複勝： 49，283，000円 枠連： 10，435，100円
馬連： 36，403，500円 馬単： 21，538，600円 ワイド： 31，091，000円
3連複： 53，331，700円 3連単： 84，246，000円 計： 308，007，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 270円 � 300円 � 110円 枠 連（5－8） 740円

馬 連 �� 8，510円 馬 単 �� 16，770円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 430円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 43，900円

票 数

単勝票数 計 216790 的中 � 13519（3番人気）
複勝票数 計 492830 的中 � 23669（5番人気）� 21033（6番人気）� 272561（1番人気）
枠連票数 計 104351 的中 （5－8） 10786（3番人気）
馬連票数 計 364035 的中 �� 3314（18番人気）
馬単票数 計 215386 的中 �� 963（36番人気）
ワイド票数 計 310910 的中 �� 3310（19番人気）�� 19714（2番人気）�� 16731（4番人気）
3連複票数 計 533317 的中 ��� 11108（8番人気）
3連単票数 計 842460 的中 ��� 1391（116番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―11．7―12．4―12．5―12．1―12．2―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―29．8―42．2―54．7―1：06．8―1：19．0―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッバイガール �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．10．8 東京4着

2016．4．10生 牝3黒鹿 母 ニシノマザーアース 母母 ディフェンススペンディング 7戦2勝 賞金 16，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミザイ号・キタノオドリコ号・ナムラオッケー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和

元年8月20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 ミッキーマンドリン号



20057 7月20日 晴 良 （1函館2） 第5日 第9競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時15分 （500万円以下） （芝・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
1：06．8
1：06．5

良
良

47 � ショウナンアリアナ 牝3鹿 52 吉田 隼人国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-
ente Holding 416＋ 41：08．7 14．7�

24 クルークヴァール 牡4鹿 57 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 クビ 7．5�
12 カンバンムスメ 牝5黒鹿55 古川 吉洋北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 448－ 61：08．8	 20．8�
48 メイショウベルボン 牝5栗 55 C．ルメール 松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 450－ 21：09．11
 4．1�
36 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 444＋ 41：09．31� 26．0�
611� 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 466± 0 〃 クビ 46．2�
35 ジュブリーユ 牝5芦 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B490－ 21：09．4	 9．2	
713� クラヴィスオレア 3黒鹿 54

51 ▲団野 大成多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 466－141：09．5クビ 32．9

510� ファルコンレイナ 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心ライオンレースホース� 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 390± 01：09．71 178．5�
23 イッツマイターン 牡4鹿 57 柴山 雄一岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大

作ステーブル B508± 0 〃 ハナ 20．4
815 キ タ イ 牝3鹿 52 武 豊西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 490＋ 4 〃 クビ 3．1�
816 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 B444＋ 21：10．02 28．6�
714 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 400－ 21：10．1
 21．5�

612 ブールバール 牝3鹿 52 藤岡 康太寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：10．2クビ 14．6�
11 スズカマンサク 牝4鹿 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 416± 0 〃 ハナ 152．1�
59 ヘ ル メ ッ ト 牝3栗 52 菱田 裕二�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 500－121：10．41� 28．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，593，000円 複勝： 40，833，400円 枠連： 13，700，400円
馬連： 47，599，300円 馬単： 22，032，200円 ワイド： 40，919，400円
3連複： 73，798，100円 3連単： 89，369，100円 計： 356，844，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 460円 � 320円 � 770円 枠 連（2－4） 1，090円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 12，350円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 3，500円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 24，300円 3 連 単 ��� 174，170円

票 数

単勝票数 計 285930 的中 � 15525（6番人気）
複勝票数 計 408334 的中 � 23244（6番人気）� 36867（4番人気）� 12914（12番人気）
枠連票数 計 137004 的中 （2－4） 9701（4番人気）
馬連票数 計 475993 的中 �� 6805（20番人気）
馬単票数 計 220322 的中 �� 1337（46番人気）
ワイド票数 計 409194 的中 �� 5807（17番人気）�� 2982（43番人気）�� 4846（29番人気）
3連複票数 計 737981 的中 ��� 2277（82番人気）
3連単票数 計 893691 的中 ��� 372（597番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．3―44．8―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ショウナンアリアナ �
�
父 Frankel �

�
母父 Kendargent デビュー 2018．6．24 函館4着

2016．2．26生 牝3鹿 母 Restiadargent 母母 Restia 10戦2勝 賞金 17，550，000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） 3頭 コスモペリドット号・ディアバビアナ号・ヒロノオウカン号

20058 7月20日 晴 良 （1函館2） 第5日 第10競走 ��
��2，600�

よ こ つ だ け

横 津 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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

89 ディバインフォース 牡3鹿 54 横山 武史吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 448＋ 82：42．4 6．2�
22 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 466－ 42：42．72 11．2�
810 サンサルドス 牡3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 530＋ 82：42．8クビ 3．1�
33 エスピリトゥオーゾ 牡5栗 57 武 豊名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 462± 0 〃 ハナ 6．3�
77 	 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 454－ 62：43．22
 24．7	
44 ダークナイトムーン �4鹿 57 藤岡 佑介 �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 B476＋ 42：43．3
 8．8

11 タニノドラマ 牡3鹿 54 池添 謙一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 434＋ 6 〃 ハナ 6．0�
78 ウイングセクション 牡4栗 57 荻野 極 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 02：44．25 6．9�
55 ワークジュニア 牡4黒鹿57 岩田 康誠吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 448－ 82：44．4� 21．9
66 ロジャージーニアス �4鹿 57 城戸 義政武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 472＋122：44．61
 61．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，429，600円 複勝： 41，894，100円 枠連： 12，809，800円
馬連： 55，634，900円 馬単： 26，173，500円 ワイド： 38，074，000円
3連複： 79，425，000円 3連単： 111，432，000円 計： 394，872，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 280円 � 150円 枠 連（2－8） 1，330円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 450円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 28，270円

票 数

単勝票数 計 294296 的中 � 37685（3番人気）
複勝票数 計 418941 的中 � 40981（5番人気）� 33453（7番人気）� 88540（1番人気）
枠連票数 計 128098 的中 （2－8） 7426（6番人気）
馬連票数 計 556349 的中 �� 11382（22番人気）
馬単票数 計 261735 的中 �� 3034（35番人気）
ワイド票数 計 380740 的中 �� 7362（22番人気）�� 22936（2番人気）�� 13164（10番人気）
3連複票数 計 794250 的中 ��� 13769（18番人気）
3連単票数 計1114320 的中 ��� 2857（121番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．7―12．6―13．1―13．2―13．1―12．8―11．7―11．6―11．9―12．1―12．3

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�
13．2―25．3―38．0―50．6―1：03．7―1：16．9―1：30．0―1：42．8―1：54．5―2：06．1―2：18．0―2：30．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディバインフォース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．19 札幌9着

2016．4．5生 牡3鹿 母 ツクバビューティ 母母 エスユーエフシー 7戦2勝 賞金 17，759，000円
〔発走状況〕 ワークジュニア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ワークジュニア号は，発走調教再審査。



20059 7月20日 晴 良 （1函館2） 第5日 第11競走 ��
��1，200�函館日刊スポーツ杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

北海道日刊スポーツ新聞社賞（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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

12 ハ ウ メ ア 牝5栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：08．6 2．2�
713 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 494＋12 〃 クビ 3．6�
35 ダノンジャスティス 牡3鹿 54 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488－ 21：08．81� 6．2�
11 スビールアスール 牝5黒鹿55 松岡 正海�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 494＋ 4 〃 クビ 44．4�
48 ナンヨーアミーコ 牡6栗 57 岩田 康誠中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 434－ 21：08．9クビ 11．1	
23 マイネルパラディ 	5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 462＋ 6 〃 ハナ 29．6

714 ハーグリーブス 牡4芦 57 吉田 豊水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 498－ 8 〃 クビ 24．2�
36 ニシオボヌール 	7黒鹿57 長岡 禎仁三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 494＋ 21：09．0クビ 43．5�
816 ホウオウカトリーヌ 牝3鹿 52 横山 武史小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 4 〃 クビ 22．9
815 メイケイダイハード 牡4鹿 57 柴山 雄一名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 534＋ 2 〃 ハナ 72．9�
47 ニシノキントウン 牡4黒鹿57 亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 464＋ 2 〃 ハナ 83．4�
611 スワーヴアーサー 牡6鹿 57 武 豊�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 498＋ 81：09．1クビ 16．6�
24 アイファープリティ 牝6鹿 55 藤岡 康太中島 稔氏 
島 一歩 新冠 川上 悦夫 470＋101：09．31� 54．2�
510 ニホンピロヘンソン 	3黒鹿54 加藤 祥太小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 460＋ 41：09．51� 71．2�
59 ペイシャルアス 牝4栗 55 横山 和生北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 500± 01：09．92� 397．1�
612 ミトノレインボー 牝4鹿 55 古川 吉洋ロイヤルパーク 武 英智 新ひだか 木村 秀則 468＋ 6 〃 ハナ 181．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，004，300円 複勝： 98，170，300円 枠連： 36，837，900円
馬連： 193，111，700円 馬単： 80，612，800円 ワイド： 116，284，100円
3連複： 297，566，000円 3連単： 405，241，800円 計： 1，302，828，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（1－7） 510円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 240円 �� 300円 �� 420円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，460円

票 数

単勝票数 計 750043 的中 � 261633（1番人気）
複勝票数 計 981703 的中 � 279992（1番人気）� 172691（2番人気）� 118154（3番人気）
枠連票数 計 368379 的中 （1－7） 55391（1番人気）
馬連票数 計1931117 的中 �� 266993（1番人気）
馬単票数 計 806128 的中 �� 58415（1番人気）
ワイド票数 計1162841 的中 �� 136189（1番人気）�� 97634（2番人気）�� 64981（4番人気）
3連複票数 計2975660 的中 ��� 245264（1番人気）
3連単票数 計4052418 的中 ��� 84852（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．7―45．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ウ メ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dansili デビュー 2016．6．25 東京7着

2014．2．24生 牝5栗 母 ダイヤモンドディーバ 母母 Vivianna 17戦5勝 賞金 96，542，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オデュッセウス号・コーディエライト号・ショウナンタイガ号・ダイトウキョウ号

20060 7月20日 晴 良 （1函館2） 第5日 第12競走 ��
��1，700�

こ ま ば

駒 場 特 別
発走16時05分 （ダート・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

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

68 ナムラカメタロー 牡3黒鹿54 石川裕紀人奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 500＋ 41：44．3 2．0�
45 サザンブリーズ 牡5鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 530± 01：44．4� 34．2�
22 ウォータースペース 牝3青鹿52 北村 友一山岡 正人氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 454＋ 41：44．61	 4．1�
11 リヴァイバル 牝6栗 55 吉田 隼人杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 500－ 6 〃 ハナ 100．9�
44 
 マイネルストラトス 牡5黒鹿57 藤岡 佑介杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 490＋ 41：45．02� 11．4�
710 フクノグリュック 牡7鹿 57 丹内 祐次福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B516＋ 21：45．42� 61．4�
57 ゲンパチカイナル 牡4鹿 57 武 豊平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 476－ 41：45．61	 7．2	
711 ワンダーエカルテ 牝3芦 52 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 512＋ 21：45．7� 48．5

69 ペイシャボム 牡5鹿 57 菱田 裕二北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 490＋ 61：45．91	 54．5�
812 アルトリウス �5鹿 57 C．ルメール �G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 456－141：46．54 9．1
33 サンローレンス 牝4青鹿55 横山 武史 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ B452± 01：46．71 198．4�
56 パイロキネシスト 牡7黒鹿57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B498＋ 41：47．76 50．2�
813 メイショウテンダン 牡3青鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 472＋ 41：48．01� 16．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 63，980，800円 複勝： 76，601，800円 枠連： 23，617，200円
馬連： 101，796，700円 馬単： 51，463，900円 ワイド： 77，339，200円
3連複： 145，216，700円 3連単： 217，949，200円 計： 757，965，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 400円 � 160円 枠 連（4－6） 950円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 940円 �� 290円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 15，900円

票 数

単勝票数 計 639808 的中 � 251431（1番人気）
複勝票数 計 766018 的中 � 214789（1番人気）� 32850（7番人気）� 124010（2番人気）
枠連票数 計 236172 的中 （4－6） 19211（4番人気）
馬連票数 計1017967 的中 �� 28662（11番人気）
馬単票数 計 514639 的中 �� 10950（12番人気）
ワイド票数 計 773392 的中 �� 19793（12番人気）�� 78092（1番人気）�� 12968（17番人気）
3連複票数 計1452167 的中 ��� 33861（8番人気）
3連単票数 計2179492 的中 ��� 9934（41番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．7―12．4―12．5―12．3―12．4―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．5―41．9―54．4―1：06．7―1：19．1―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラカメタロー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．7 福島2着

2016．5．9生 牡3黒鹿 母 ナムラチアーズ 母母 ニフティニース 7戦3勝 賞金 31，344，000円



（1函館2）第5日 7月20日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 146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

183，220，000円
3，890，000円
14，640，000円
1，280，000円
20，220，000円
59，342，000円
3，796，000円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
396，283，400円
593，613，300円
138，067，400円
663，032，600円
334，340，200円
487，283，600円
960，845，100円
1，435，540，700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 5，009，006，300円

総入場人員 4，967名 （有料入場人員 4，298名）
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