
20061 7月21日 曇 良 （1函館2） 第6日 第1競走 ��
��1，200�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
1：09．2
1：07．8

良
良

67 ミーハディビーナ 牝2青鹿54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 430± 01：10．4 21．0�

79 フランジヴェント 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460－ 41：10．5� 2．1�
78 ボ マ ラ イ ン 牡2鹿 54 勝浦 正樹野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 458＋ 2 〃 クビ 12．6�
11 ナリタブレード 牡2黒鹿54 岩田 康誠�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 492± 01：10．71� 2．5�
810 サイモンベラーノ 牝2栗 54 北村 友一澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 462＋ 61：10．91� 68．8�
66 オニンギョウサン 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良	ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 422－ 21：11．0� 12．9

811 エターナルダイヤ 牡2栗 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 462± 01：11．1	 61．3�
33 カズモンレアーレ 牡2鹿 54

51 ▲団野 大成合同会社雅苑興業 西村 真幸 新ひだか タガミファーム 408－ 4 〃 ハナ 18．0�
55 クインズラプソディ 牝2鹿 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 438± 0 〃 クビ 105．2
44 サンシャインキッド 牡2栗 54 原田 和真田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 元茂牧場 434－ 81：11．31� 153．9�
22 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 398＋ 41：11．51� 37．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，298，300円 複勝： 41，041，200円 枠連： 8，058，500円
馬連： 37，070，300円 馬単： 24，381，300円 ワイド： 29，305，700円
3連複： 57，494，600円 3連単： 96，144，600円 計： 317，794，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 390円 � 110円 � 300円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，600円 �� 450円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 51，170円

票 数

単勝票数 計 242983 的中 � 9773（6番人気）
複勝票数 計 410412 的中 � 16970（6番人気）� 166353（1番人気）� 23771（4番人気）
枠連票数 計 80585 的中 （6－7） 9205（2番人気）
馬連票数 計 370703 的中 �� 13766（9番人気）
馬単票数 計 243813 的中 �� 3029（19番人気）
ワイド票数 計 293057 的中 �� 11636（8番人気）�� 4402（15番人気）�� 17540（4番人気）
3連複票数 計 574946 的中 ��� 7896（17番人気）
3連単票数 計 961446 的中 ��� 1362（133番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミーハディビーナ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．6．22 函館8着

2017．2．11生 牝2青鹿 母 マイネホコモモラ 母母 グリークシアター 3戦1勝 賞金 5，750，000円

20062 7月21日 曇 良 （1函館2） 第6日 第2競走 ��1，700�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
1：41．7
1：40．9

不良
重

11 ベルクワイア 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：46．6 2．3�
79 ノーブルテラ 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 486± 01：46．81 11．5�
55 ダイヤーズブルーム 牝3鹿 54 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム B464－ 61：46．9� 8．9�
811 モーンストルム 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 B428± 01：47．32� 21．0�
44 イエスサンキュー 牝3鹿 54 加藤 祥太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 490＋ 61：47．51 37．1	
67 メイショウオトワ 牝3栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 448＋ 41：48．24 2．9

710 ペイシャルフェ 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 二風谷ファーム 430＋ 21：48．41� 63．0�
68 ダイヤレイジング 牝3栗 54 武 豊三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 448＋141：48．72 34．7�
33 ヴィヴァンフィーユ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 482－161：48．8クビ 13．5

22 エルデリュミエール 牝3栗 54 国分 恭介 �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 B470＋ 4 〃 クビ 190．9�

812 マーブルサニー 牝3芦 54 藤岡 佑介下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 490± 01：48．9� 11．5�

56 シェルメール 牝3黒鹿 54
51 ▲団野 大成 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：49．75 90．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，033，000円 複勝： 42，839，800円 枠連： 9，101，900円
馬連： 46，517，400円 馬単： 28，639，100円 ワイド： 39，219，200円
3連複： 69，157，800円 3連単： 101，353，000円 計： 368，861，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 280円 � 230円 枠 連（1－7） 1，320円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 890円 �� 540円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，370円 3 連 単 ��� 14，570円

票 数

単勝票数 計 320330 的中 � 107252（1番人気）
複勝票数 計 428398 的中 � 89380（2番人気）� 33432（5番人気）� 44755（3番人気）
枠連票数 計 91019 的中 （1－7） 5331（7番人気）
馬連票数 計 465174 的中 �� 19223（8番人気）
馬単票数 計 286391 的中 �� 9250（8番人気）
ワイド票数 計 392192 的中 �� 11157（9番人気）�� 19500（5番人気）�� 9487（12番人気）
3連複票数 計 691578 的中 ��� 11859（15番人気）
3連単票数 計1013530 的中 ��� 5040（42番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．3―12．5―12．4―12．4―12．6―12．8―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．4―42．9―55．3―1：07．7―1：20．3―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．9
1
3
1，4，11（7，12）（3，8）2（9，10）－5－6・（1，4）11，7，12（3，9，8）（2，5，10）＝6

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

勝馬の
紹 介

ベルクワイア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2018．6．17 東京2着

2016．2．23生 牝3鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 5戦1勝 賞金 10，300，000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６日



20063 7月21日 曇 良 （1函館2） 第6日 第3競走 ��
��1，000�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
57．7
56．9

重
重

89 � キュウドウクン 牡3鹿 56 阿部 龍冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy
Stables, Inc. 470＋ 81：00．1 2．9�

（北海道）

55 フロレンザール 牝3青鹿54 藤岡 康太中辻 明氏 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 478＋ 41：00．2� 25．0�

88 オーミシンゲン 牡3青鹿56 長岡 禎仁岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 様似 山本 和彦 428－ 61：00．41	 15．3�
77 アイファーアクター 牡3鹿 56 藤岡 佑介中島 稔氏 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 478＋121：00．5クビ 3．2�
33 サンライズギガ 牡3栗 56 石川裕紀人松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 444－101：00．92� 7．0�
66 ヒ マ ワ リ 牝3鹿 54 桑村 真明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 512＋ 61：01．0
 29．3	
（北海道）

22 チャーチスクエア 牝3鹿 54
51 ▲菅原 明良 
サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B460＋ 21：01．21 3．4�

44 ルバクオーリ 牡3青鹿 56
53 ▲団野 大成 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 448－ 21：01．73 38．5�

11 ゴールドプリュム 牝3栗 54 丹内 祐次今村 明浩氏 牧 光二 新ひだか 服部 牧場 B518－ 21：04．1大差 109．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 28，154，700円 複勝： 27，921，900円 枠連： 5，947，800円
馬連： 32，623，100円 馬単： 21，832，000円 ワイド： 24，926，300円
3連複： 44，715，500円 3連単： 78，940，400円 計： 265，061，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 390円 � 250円 枠 連（5－8） 1，810円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 990円 �� 770円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 7，520円 3 連 単 ��� 29，210円

票 数

単勝票数 計 281547 的中 � 76672（1番人気）
複勝票数 計 279219 的中 � 83765（1番人気）� 13415（6番人気）� 24155（5番人気）
枠連票数 計 59478 的中 （5－8） 2540（8番人気）
馬連票数 計 326231 的中 �� 12106（9番人気）
馬単票数 計 218320 的中 �� 5369（11番人気）
ワイド票数 計 249263 的中 �� 6542（10番人気）�� 8502（9番人気）�� 3128（19番人気）
3連複票数 計 447155 的中 ��� 4457（25番人気）
3連単票数 計 789404 的中 ��� 1959（104番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．6―46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F37．2
3 9，2，5，7，6－（3，4，8）－1 4 9，2－（7，5）－6，8（3，4）＝1

勝馬の
紹 介

�キュウドウクン �
�
父 Into Mischief �

�
母父 French Deputy デビュー 2018．6．9 阪神12着

2016．4．19生 牡3鹿 母 Air France 母母 Twin Propeller 6戦1勝 賞金 7，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

20064 7月21日 曇 良 （1函館2） 第6日 第4競走 ��1，800�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
1：45．7
1：43．9

良
良

712 ソルドラード 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B504－ 81：47．7 2．3�
33 サトノダイナスティ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史 �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 460± 01：49．08 5．8�
58 ケンブリッジウルス 牡3青鹿56 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 474＋ 41：49．31� 162．9�
57 スリーカナロアー 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心永井商事� 南井 克巳 平取 二風谷ファーム 508－ 21：49．4� 2．6�
45 トゥールナージュ 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 456＋ 8 〃 ハナ 34．0	
610 ザ メ イ ダ ン 牡3黒鹿 56

53 ▲菅原 明良大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 480＋ 61：49．61� 188．4

11 ゲットリズム 牡3鹿 56 菱田 裕二ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506＋ 6 〃 ハナ 11．6�
69 ビーマイステディ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 大島牧場 490－ 4 〃 クビ 29．4�
22 ドンキースタイル 牡3黒鹿56 桑村 真明廣崎利洋HD� 矢作 芳人 浦河 富田牧場 464＋ 21：49．7� 44．0

（北海道）

46 メイプルランド 牝3鹿 54 岩田 康誠飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 436－ 41：49．8� 56．2�
711 ハロールーラー 牡3鹿 56 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 木下牧場 410－ 61：50．65 272．3�
814 アリューカス 牝3黒鹿54 長岡 禎仁�ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 432＋101：51．02� 301．1�
813 キ ュ ロ ン 牡3鹿 56 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 41：51．1� 20．5�
34 リ ゴ メ ー ル 牡3栗 56

55 ☆富田 暁 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 518－ 22：00．6大差 62．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，431，000円 複勝： 39，674，900円 枠連： 9，399，500円
馬連： 42，257，300円 馬単： 25，263，100円 ワイド： 33，322，800円
3連複： 59，928，200円 3連単： 90，215，200円 計： 333，492，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 160円 � 1，660円 枠 連（3－7） 550円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 310円 �� 5，160円 �� 5，950円

3 連 複 ��� 20，270円 3 連 単 ��� 59，290円

票 数

単勝票数 計 334310 的中 � 112834（1番人気）
複勝票数 計 396749 的中 � 130512（1番人気）� 61480（3番人気）� 3378（11番人気）
枠連票数 計 93995 的中 （3－7） 13011（2番人気）
馬連票数 計 422573 的中 �� 44577（3番人気）
馬単票数 計 252631 的中 �� 19316（3番人気）
ワイド票数 計 333228 的中 �� 32293（3番人気）�� 1515（39番人気）�� 1311（40番人気）
3連複票数 計 599282 的中 ��� 2217（50番人気）
3連単票数 計 902152 的中 ��� 1103（164番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．1―46．9―59．1―1：11．3―1：23．7―1：35．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ソルドラード �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．8．4 新潟3着

2016．1．24生 牡3鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔その他〕 リゴメール号は，競走中に疾病〔鼻出血及び心房細動〕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〕 リゴメール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年8月21日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 アリューカス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月21日まで平地競走に出走できな

い。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



20065 7月21日 晴 良 （1函館2） 第6日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時15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
1：48．3
1：45．6

良
良

22 � ダーリントンホール 牡2鹿 54 池添 謙一ゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning
Bloodstock Ltd 516 ―1：49．8 2．0�

33 コスミックエナジー 牝2栗 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 440 ―1：50．01� 12．9�
11 ドゥラモット 牝2黒鹿54 北村 友一合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476 ―1：50．63� 8．6�
55 ノーエクスキューズ 牡2青鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 492 ―1：51．34 3．0�
44 エレガントチャーム 牝2鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 458 ―1：51．72� 7．8	
66 ヤマノマタカ 牡2鹿 54 石川裕紀人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 456 ―1：53．9大差 75．0

88 スターオブザサウス 牡2鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 486 ―1：54．43 35．2�
77 ネ ヘ レ ニ ア 牝2鹿 54 原田 和真ケンレーシング組合 根本 康広 新ひだか 沖田 忠幸 440 ―1：55．35 70．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，499，700円 複勝： 44，560，600円 枠連： 発売なし
馬連： 37，481，400円 馬単： 27，425，400円 ワイド： 25，829，400円
3連複： 47，353，300円 3連単： 115，710，100円 計： 338，859，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 220円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 460円 �� 300円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 5，500円

票 数

単勝票数 計 404997 的中 � 164615（1番人気）
複勝票数 計 445606 的中 � 239288（1番人気）� 26198（5番人気）� 36898（3番人気）
馬連票数 計 374814 的中 �� 23231（6番人気）
馬単票数 計 274254 的中 �� 12343（5番人気）
ワイド票数 計 258294 的中 �� 13931（7番人気）�� 24204（3番人気）�� 8639（9番人気）
3連複票数 計 473533 的中 ��� 20589（5番人気）
3連単票数 計1157101 的中 ��� 15226（20番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―12．4―12．4―11．9―12．1―12．5―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―37．8―50．2―1：02．1―1：14．2―1：26．7―1：38．2

コーナー
通過順位

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

2
4
3（6，7）2，8（1，4）5
3，2（1，5，4）（6，7，8）

勝馬の
紹 介

�ダーリントンホール 
�
父 New Approach 

�
母父 Pivotal 初出走

2017．3．14生 牡2鹿 母 Miss Kenton 母母 Do The Honours 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ノーエクスキューズ号の騎手C．ルメールは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・7番・8番）
〔調教再審査〕 ノーエクスキューズ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ネヘレニア号は，4コーナーで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。

20066 7月21日 晴 良 （1函館2） 第6日 第6競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走12時45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

67 クラウドスケープ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介下河邉俊行氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 474＋ 61：47．7 4．5�
22 グランデラムジー 牡3黒鹿56 加藤 祥太 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 468－ 21：47．91� 4．3�
811 サングリーンベイ 牡3栗 56 横山 和生 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン B486＋ 41：48．0� 90．1�
68 シービークラーケン 牡3芦 56

55 ☆横山 武史千明牧場 鈴木 伸尋 浦河 千明牧場 516－ 81：48．31	 4．5�
11 
 トーキョーサバク 牡3栗 56 武 豊原 �子氏 安田 翔伍 米 The Robert & Bev-

erly Lewis Trust 488－ 2 〃 クビ 9．6�
55 ジ ェ イ コ ブ 牡3鹿 56 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 アタマ 4．3	
44 エストレラブランコ 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 松山 将樹 日高 長谷川牧場 B426＋ 21：48．51 12．8

812 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 456－ 41：48．6� 47．2�
33 タイキマイスター 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心�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 458－ 61：48．81� 149．1

56 エイカイボルト 牡3鹿 56 荻野 極二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 426－ 21：52．3大差 11．5�
710 ジーガスリッド 牡3栗 56 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 486＋161：53．36 27．8�
79 ブルベアコローレ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 的場牧場 488＋ 21：54．910 193．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，596，700円 複勝： 39，327，300円 枠連： 8，751，200円
馬連： 37，263，000円 馬単： 19，738，900円 ワイド： 29，526，300円
3連複： 50，373，900円 3連単： 72，048，000円 計： 283，625，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 150円 � 1，550円 枠 連（2－6） 460円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，850円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 11，850円 3 連 単 ��� 40，240円

票 数

単勝票数 計 265967 的中 � 47261（3番人気）
複勝票数 計 393273 的中 � 68350（2番人気）� 84940（1番人気）� 4265（10番人気）
枠連票数 計 87512 的中 （2－6） 14541（2番人気）
馬連票数 計 372630 的中 �� 35467（1番人気）
馬単票数 計 197389 的中 �� 9700（1番人気）
ワイド票数 計 295263 的中 �� 21439（3番人気）�� 1844（32番人気）�� 2222（30番人気）
3連複票数 計 503739 的中 ��� 3186（40番人気）
3連単票数 計 720480 的中 ��� 1298（149番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―12．0―12．6―12．7―13．0―12．8―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．6―30．6―43．2―55．9―1：08．9―1：21．7―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．8
1
3
10，5（6，8）（1，2）9，4，7，3，11，12・（8，2）11（10，5，7）（1，12）（4，6）－3－9

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

勝馬の
紹 介

クラウドスケープ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．10．20 東京15着

2016．2．13生 牡3黒鹿 母 バイザキャット 母母 Buy the Firm 12戦1勝 賞金 18，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジーガスリッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月21日まで平地競走

に出走できない。
ブルベアコローレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月21日まで平地
競走に出走できない。



20067 7月21日 曇 良 （1函館2） 第6日 第7競走 ��1，000�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
57．7
56．9

重
重

11 ハクナマタタ 牡3鹿 54
51 ▲菅原 明良�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 494－ 6 59．5 10．0�

812 ダイメイサツキ 牡3黒鹿54 池添 謙一宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 496－ 2 59．71� 2．9�
56 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 500＋ 2 59．8� 10．4�
44 メイショウメイリン 牡3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 454－ 21：00．22� 3．0�
811 メガポリゴン 牡5鹿 57 木幡 初也薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 542＋121：00．3	 77．0	
67 サノノショウグン 
5栗 57

56 ☆横山 武史佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 462＋ 41：00．51� 15．8

710 テイエムメロディー 牝3鹿 52 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 456± 01：00．6クビ 7．9�
33 � ロシアンブルー 牝3黒鹿52 丹内 祐次 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 新冠 飛渡牧場 428＋ 11：00．92 72．8�
55 ライクアジャーニー 牝4鹿 55 岩田 康誠大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 478＋181：01．0クビ 77．3
22 ヘ ー ザ 牝4栗 55

52 ▲団野 大成岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B434＋ 21：01．1	 11．3�
79 カネコメアサヒ 牡3栗 54 松田 大作髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 434± 0 〃 クビ 23．4�
68 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 456± 01：01．31� 32．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，861，500円 複勝： 37，177，400円 枠連： 8，442，700円
馬連： 40，545，700円 馬単： 22，118，600円 ワイド： 36，341，900円
3連複： 56，871，900円 3連単： 78，908，100円 計： 308，267，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 290円 � 130円 � 250円 枠 連（1－8） 2，020円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 850円 �� 2，030円 �� 300円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 34，330円

票 数

単勝票数 計 278615 的中 � 22115（4番人気）
複勝票数 計 371774 的中 � 26954（7番人気）� 96214（1番人気）� 33264（4番人気）
枠連票数 計 84427 的中 （1－8） 3227（10番人気）
馬連票数 計 405457 的中 �� 15431（10番人気）
馬単票数 計 221186 的中 �� 3441（19番人気）
ワイド票数 計 363419 的中 �� 10416（11番人気）�� 4145（23番人気）�� 34922（3番人気）
3連複票数 計 568719 的中 ��� 7687（21番人気）
3連単票数 計 789081 的中 ��� 1666（114番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．5―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクナマタタ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2018．8．25 札幌2着

2016．4．21生 牡3鹿 母 フェスティバル 母母 ノースケープ 6戦2勝 賞金 15，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ペイシャディア号
（非抽選馬） 2頭 クリノカサット号・タイキラメール号

20068 7月21日 曇 良 （1函館2） 第6日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
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
1：45．7
1：43．9

良
良

58 レッドサイオン 牡3鹿 54
51 ▲団野 大成 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：48．0 6．9�

610 フォルコメン 牡3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 506－ 8 〃 クビ 1．8�
46 リュクスポケット 牡4栗 57 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 512± 01：48．1� 10．1�
33 エレクトロニカ 牝5鹿 55 武 豊 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 446＋ 21：48．2� 5．2�
11 ナックゼウス 牡3栗 54 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 478＋ 6 〃 ハナ 27．4	
814 アナザーラブソング 牡3栗 54

53 ☆横山 武史市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 468± 01：48．3クビ 21．4


34 � リバプールタウン 牡4鹿 57 長岡 禎仁薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 488＋ 2 〃 アタマ 33．1�
69 メイショウハナグシ 牝3鹿 52 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 新冠 八木 明広 488＋16 〃 ハナ 16．1�
22 クライベイビー 牝5栗 55 横山 和生�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 21：48．61� 74．4
813� ラッキーアドバンス 牡5芦 57 岩田 康誠柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 484＋ 81：48．7クビ 82．4�
57 ロ ザ ム ー ル 牝3栗 52 松岡 正海栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 492＋181：48．8� 18．8�
45 ラブリロンリロンス 牡3黒鹿 54

53 ☆富田 暁熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 41：48．9� 184．3�
711 クリノオウジャ 牡3鹿 54 藤岡 康太栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B434－ 41：49．21� 39．5�
712 ケンデューク 牡3黒鹿54 菱田 裕二中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 424＋ 61：50．37 191．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，080，600円 複勝： 49，588，600円 枠連： 12，961，600円
馬連： 55，753，400円 馬単： 27，193，800円 ワイド： 40，885，800円
3連複： 77，108，900円 3連単： 101，600，300円 計： 402，173，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 110円 � 250円 枠 連（5－6） 550円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，240円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 20，460円

票 数

単勝票数 計 370806 的中 � 42953（3番人気）
複勝票数 計 495886 的中 � 55665（3番人気）� 168204（1番人気）� 35435（5番人気）
枠連票数 計 129616 的中 （5－6） 17974（2番人気）
馬連票数 計 557534 的中 �� 48500（3番人気）
馬単票数 計 271938 的中 �� 8421（8番人気）
ワイド票数 計 408858 的中 �� 34105（2番人気）�� 7618（15番人気）�� 23462（3番人気）
3連複票数 計 771089 的中 ��� 23924（4番人気）
3連単票数 計1016003 的中 ��� 3600（54番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―11．9―12．0―11．7―12．2―12．0―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―35．8―47．8―59．5―1：11．7―1：23．7―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドサイオン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．2．11 東京3着

2016．4．17生 牡3鹿 母 レッドベルフィーユ 母母 マ ン ダ ラ ラ 4戦2勝 賞金 15，300，000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 グランツリヒター号



20069 7月21日 曇 良 （1函館2） 第6日 第9競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走14時15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
1：41．7
1：40．9

不良
重

813 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 476－ 41：46．4 2．7�

33 ア ノ 牡3栗 54 武 豊武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 448＋121：47．03� 5．2�
57 ハギノオムイデアル 牡3鹿 54 池添 謙一日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 480＋ 21：47．1	 8．2�
11 カ ガ ス タ ー 牡4鹿 57

54 ▲菅原 明良香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 452－ 21：47．41� 28．8�
814 タガノゴマチャン 牡3芦 54

51 ▲団野 大成八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 474＋ 2 〃 アタマ 4．8�
58 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± 01：47．71	 15．6	
45 ハ イ チ ー ズ 牡4鹿 57 松岡 正海 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 504＋ 4 〃 クビ 76．5

34 フィールドステイ 牡5鹿 57 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 494＋ 41：47．8クビ 25．0�
46 キャリーオン 牡3鹿 54

53 ☆富田 暁�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432－ 41：48．01
 97．7�

610 シルヴァーメテオ 牡5芦 57 黛 弘人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 482－ 41：48．31	 140．0
22 � チェルシーライオン 牡3黒鹿54 岩田 康誠ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Spendthrift

Farm LLC 482＋ 21：48．83 16．4�
69 リアルモンテ 牡4鹿 57 桑村 真明伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 484± 01：49．12 84．8�

（北海道）

712� ブレイブウォリアー 牡5青鹿57 原田 和真谷口 祐人氏 小桧山 悟 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 6 〃 クビ 87．8�

711� マイティバローズ 牡4青鹿57 藤岡 佑介猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 436－211：49．2クビ 8．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，669，700円 複勝： 35，810，600円 枠連： 15，725，700円
馬連： 46，069，100円 馬単： 23，944，100円 ワイド： 35，489，700円
3連複： 66，447，200円 3連単： 86，945，900円 計： 338，102，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 170円 � 220円 枠 連（3－8） 380円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 390円 �� 530円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 276697 的中 � 79993（1番人気）
複勝票数 計 358106 的中 � 80953（1番人気）� 51562（3番人気）� 35271（4番人気）
枠連票数 計 157257 的中 （3－8） 31996（1番人気）
馬連票数 計 460691 的中 �� 41854（2番人気）
馬単票数 計 239441 的中 �� 9493（4番人気）
ワイド票数 計 354897 的中 �� 24296（2番人気）�� 17172（4番人気）�� 11173（6番人気）
3連複票数 計 664472 的中 ��� 22495（4番人気）
3連単票数 計 869459 的中 ��� 6394（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．2―42．7―55．6―1：08．2―1：20．9―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．2
1
3
・（2，14）－7，4－8，9（6，11，13）（1，10，12）－5－3・（2，14）（4，7）（8，13）1，5（6，9，12）（10，3）11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リョウランヒーロー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2016．10．9 東京10着

2014．3．28生 牡5黒鹿 母 ヴィジョンサクラ 母母 サンフラワーマミー 30戦3勝 賞金 42，700，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 オメガレインボー号・ニシノアメイズ号・ペイシャキュウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

20070 7月21日 曇 良 （1函館2） 第6日 第10競走 ��
��2，000�

ま つ ま え

松 前 特 別
発走14時50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

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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 � ユニコーンライオン 牡3黒鹿54 岩田 康誠ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star
Phoenix Jvc 510－ 42：01．7 3．3�

811 ムーンレイカー 牡4鹿 57 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 468－ 6 〃 ハナ 17．9�
22 フリージングレイン 牡5鹿 57 C．ルメール �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 524＋ 22：01．8	 3．9�
11 バケットリスト 牝4鹿 55 菱田 裕二宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 478－ 42：01．9	 55．3�
44 イノセントミューズ 牝3鹿 52 北村 友一 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 466± 02：02．0
 2．5	
33 ロードプレミアム 牡6黒鹿57 横山 武史 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 510＋ 22：02．1	 32．4

78 プレイヤーサムソン 牡6鹿 57 四位 洋文嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 472－ 42：02．2
 39．3�
67 ハ ウ エ バ ー 牡5栗 57 柴山 雄一古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 426－ 4 〃 アタマ 24．5�
79 スワーヴノートン 牡5鹿 57 吉田 隼人�NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 486－ 22：02．3クビ 15．1
66 トミケンボハテル 牡5芦 57 丹内 祐次冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B502＋ 8 〃 ハナ 22．0�
810 ピッツバーグ �6鹿 57 松岡 正海�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 490－ 2 〃 クビ 59．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，964，100円 複勝： 50，225，000円 枠連： 15，485，200円
馬連： 75，472，700円 馬単： 38，234，200円 ワイド： 52，991，000円
3連複： 111，522，500円 3連単： 172，119，600円 計： 561，014，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 260円 � 150円 枠 連（5－8） 1，810円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 760円 �� 270円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 11，490円

票 数

単勝票数 計 449641 的中 � 108908（2番人気）
複勝票数 計 502250 的中 � 104037（2番人気）� 37502（5番人気）� 97097（3番人気）
枠連票数 計 154852 的中 （5－8） 6616（8番人気）
馬連票数 計 754727 的中 �� 22810（5番人気）
馬単票数 計 382342 的中 �� 8400（9番人気）
ワイド票数 計 529910 的中 �� 16425（7番人気）�� 57045（3番人気）�� 20131（5番人気）
3連複票数 計1115225 的中 ��� 43333（2番人気）
3連単票数 計1721196 的中 ��� 10860（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．3―36．9―49．7―1：02．6―1：14．5―1：26．3―1：37．7―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ユニコーンライオン �
�
父 No Nay Never �

�
母父 High Chaparral デビュー 2019．1．27 京都1着

2016．1．29生 牡3黒鹿 母 Muravka 母母 Tabdea 6戦3勝 賞金 39，897，000円
〔制裁〕 ユニコーンライオン号の騎手岩田康誠は，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：11

番）



20071 7月21日 曇 良 （1函館2） 第6日 第11競走 ��
��1，200�第51回函館2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

北海道知事賞（1着）
賞 品

本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：07．8

良
良

11 ビ ア ン フ ェ 牡2鹿 54 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510＋ 41：09．2 7．0�

35 タイセイビジョン 牡2栗 54 C．ルメール 田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：09．51� 4．1�
48 プリンスリターン 牡2黒鹿54 原田 和真 �コスモヴューファーム 加用 正 日高 中館牧場 436＋ 41：09．71� 88．2�
36 パ フ ェ ム リ 牝2鹿 54 菱田 裕二 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 424＋ 41：09．8	 6．1�
23 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 410－ 21：09．9� 2．8	
815 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 440－ 41：10．32	 45．6

47 メイショウナパワン 牡2黒鹿54 四位 洋文松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 458－ 21：10．4クビ 114．6�
24 リュウノゲキリン 牡2青鹿54 松岡 正海二口 雅一氏 牧田 和弥 浦河 浦河育成牧場 484＋ 21：10．72 73．1�
713
 プリモジョーカー 牝2鹿 54 阿部 龍�グランド牧場 角川 秀樹 新ひだか グランド牧場 450－12 〃 アタマ 203．8

（北海道） （北海道）

611 スマートカーリー 牝2黒鹿54 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 桑田牧場 456－101：10．91� 9．9�
12 ヤ マ メ 牝2黒鹿54 藤岡 康太越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 444± 01：11．11� 94．0�
612
 ア ザ ワ ク 牝2青鹿54 桑村 真明 �オリオンファーム 角川 秀樹 新冠 村上 雅規 456－161：11．2	 21．5�

（北海道） （北海道）

714 イーサンティラノ 牡2黒鹿54 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 佐藤 静子 444－101：11．3	 83．3�
816 ゴッドスター 牡2栗 54 池添 謙一�ノースヒルズ 池上 昌和 新冠 平山牧場 484－161：11．4クビ 17．1�
510
 バブルガムダンサー 牝2栗 54 岩田 康誠�MBR 角川 秀樹 日高 オリオンファーム 514－101：12．14 120．4�

（北海道）

（15頭）
59 マ ン バ ー 牝2芦 54 国分 恭介 �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 458± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 182，028，300円 複勝： 180，143，200円 枠連： 98，187，400円
馬連： 433，899，200円 馬単： 176，596，000円 ワイド： 215，603，400円
3連複： 664，028，700円 3連単： 945，573，600円 計： 2，896，059，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 170円 � 1，110円 枠 連（1－3） 810円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 510円 �� 3，680円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 20，610円 3 連 単 ��� 73，570円

票 数

単勝票数 差引計1820283（返還計 43925） 的中 � 217368（4番人気）
複勝票数 差引計1801432（返還計 64127） 的中 � 230916（4番人気）� 336530（2番人気）� 30941（9番人気）
枠連票数 差引計 981874（返還計 1248） 的中 （1－3） 93638（2番人気）
馬連票数 差引計4338992（返還計314862） 的中 �� 263265（4番人気）
馬単票数 差引計1765960（返還計117286） 的中 �� 50561（9番人気）
ワイド票数 差引計2156034（返還計201971） 的中 �� 118633（4番人気）�� 14390（32番人気）�� 12802（33番人気）
3連複票数 差引計6640287（返還計964502） 的中 ��� 24162（58番人気）
3連単票数 差引計9455736（返還計1209649） 的中 ��� 9317（201番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．0―11．5―11．7―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ ア ン フ ェ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．16 函館2着

2017．4．29生 牡2鹿 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 3戦2勝 賞金 39，360，000円
〔競走除外・発走状況〕 マンバー号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻8分遅延。
ビアンフェ号は，枠入り不良。

〔制裁〕 アザワク号の騎手桑村真明は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・10番）
パフェムリ号の騎手菱田裕二は，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50，000円。（被害馬：2番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 マンバー号は，発馬機内での駐立が不良であったことについて令和元年7月22日から令和元年
8月20日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調教再審査。

※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。
（非当選馬） 2頭 ケープコッド号・ニルカンタテソーロ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

20072 7月21日 曇 良 （1函館2） 第6日 第12競走 ��
��1，200�

し お さ い

潮 騒 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．7．21以降1．7．14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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

47 アスタールビー 牝3鹿 52 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 436＋ 21：08．6 3．0�
59 スギノヴォルケーノ 牡3鹿 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 494＋ 21：08．81� 2．7�
46 イ キ オ イ 牡7鹿 54 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 446－ 81：09．01� 30．8�
815 ア リ ン ナ 牝5鹿 53 桑村 真明 �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 436－ 21：09．1クビ 17．3�
（北海道）

23 	 ベリースコール 
6黒鹿53 黛 弘人田畑 利彦氏 渡辺 薫彦 仏 Mr Franck
Benillouche 490－ 21：09．31 33．3�

34 モンテヴェルデ 牡5青鹿54 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B476＋ 2 〃 クビ 8．0	
35 シュエットヌーベル 牝5栗 52 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B460－ 2 〃 ハナ 18．1

814 ハイヤーアプシス 牝5黒鹿52 武 豊吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 446＋ 21：09．4� 11．8�
611 ジェットコルサ 牡7青 54 横山 武史尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 482＋ 8 〃 クビ 36．4�
713 ミトノアミーゴ 牡4栗 55 池添 謙一ロイヤルパーク 武 英智 浦河 ディアレスト

クラブ 454－ 6 〃 ハナ 39．8
11 キングキングキング 
4黒鹿54 武藤 雅嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 476－ 81：09．61� 33．1�
22 ロイヤルメジャー 牝5鹿 54 松岡 正海本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 448－ 41：09．7� 37．4�
610 パッションチカ 牝5鹿 51 加藤 祥太冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 448＋ 4 〃 クビ 108．4�
58 ホッコーシェルビー 牡3黒鹿53 吉田 隼人北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 494－ 41：10．01� 24．9�
712 プッシュアゲン 牡6栗 53 菅原 明良浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 496－121：10．21� 114．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 67，223，400円 複勝： 85，734，800円 枠連： 33，773，700円
馬連： 134，591，500円 馬単： 58，768，200円 ワイド： 100，421，200円
3連複： 205，376，500円 3連単： 272，444，200円 計： 958，333，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 130円 � 460円 枠 連（4－5） 390円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，470円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 10，730円

票 数

単勝票数 計 672234 的中 � 177280（2番人気）
複勝票数 計 857348 的中 � 173026（2番人気）� 203437（1番人気）� 30825（8番人気）
枠連票数 計 337737 的中 （4－5） 65855（1番人気）
馬連票数 計1345915 的中 �� 249219（1番人気）
馬単票数 計 587682 的中 �� 48212（2番人気）
ワイド票数 計1004212 的中 �� 151188（1番人気）�� 15190（17番人気）�� 18167（13番人気）
3連複票数 計2053765 的中 ��� 44543（7番人気）
3連単票数 計2724442 的中 ��� 18398（18番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスタールビー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．12．23 阪神2着

2016．4．13生 牝3鹿 母 キ リ エ 母母 チャペルコンサート 5戦3勝 賞金 30，636，000円
〔制裁〕 ベリースコール号の騎手黛弘人は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３レース目



（1函館2）第6日 7月21日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 147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

219，700，000円
5，180，000円
17，780，000円
1，610，000円
25，820，000円
61，758，000円
4，077，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
571，841，000円
674，045，300円
225，835，200円
1，019，544，100円
494，134，700円
663，862，700円
1，510，379，000円
2，212，003，000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 7，371，645，000円

総入場人員 9，885名 （有料入場人員 8，517名）



令和1年度 第2回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 828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

1，206，640，000円
28，360，000円
107，110，000円
8，420，000円
132，830，000円
346，444，000円
22，055，000円
7，948，800円

勝馬投票券売得金
2，876，545，300円
4，101，657，600円
1，071，468，300円
5，306，975，600円
2，649，183，600円
3，657，232，800円
8，287，343，400円
12，612，553，400円
501，139，700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
5 重 勝
計 41，064，099，700円

総入場延人員 43，464名 （有料入場延人員 37，637名）
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