
20013 7月9日 晴 良 （29函館2）第2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

11 リンガラポップス 牡2青鹿54 北村 友一吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 472－ 41：10．2 1．7�
22 タイセイアベニール 牡2鹿 54 菱田 裕二田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 446± 01：10．41 4．9�
44 � ラスエモーショネス 牝2鹿 54 藤岡 康太野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 468－ 2 〃 アタマ 4．0�
33 マイネルアンドゥミ 牡2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 424＋ 41：10．72 29．4�

66 サージュミノル 牡2黒鹿54 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 454－ 41：10．91� 7．9�
55 アーコサンティ 牝2青鹿 54

52 △井上 敏樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 長田ファーム 454－ 41：11．96 98．6	
（6頭）

売 得 金
単勝： 22，023，500円 複勝： 24，656，200円 枠連： 発売なし
馬連： 24，007，600円 馬単： 22，417，200円 ワイド： 13，769，200円
3連複： 30，101，100円 3連単： 110，335，800円 計： 247，310，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 140円 �� 120円 �� 170円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 810円

票 数

単勝票数 計 220235 的中 � 105482（1番人気）
複勝票数 計 246562 的中 � 107156（1番人気）� 51882（2番人気）
馬連票数 計 240076 的中 �� 49691（2番人気）
馬単票数 計 224172 的中 �� 34372（2番人気）
ワイド票数 計 137692 的中 �� 23265（2番人気）�� 35871（1番人気）�� 16930（4番人気）
3連複票数 計 301011 的中 ��� 95285（1番人気）
3連単票数 計1103358 的中 ��� 97563（2番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．2―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．7―46．9―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（1，6）（2，4）（3，5） 4 ・（1，6，4）5（2，3）

勝馬の
紹 介

リンガラポップス 

�
父 キンシャサノキセキ 


�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2017．6．18 函館3着

2015．5．3生 牡2青鹿 母 クラシックローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 2戦1勝 賞金 6，800，000円

20014 7月9日 晴 良 （29函館2）第2日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時20分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

68 シゲルヒョウ 牡3鹿 56
54 △井上 敏樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B474－ 2 59．8 16．5�

67 サンデュランゴ 牝3栗 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 472± 0 59．9� 2．6�
11 クリノレオノール 牝3鹿 54

53 ☆城戸 義政栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 438＋ 41：00．0クビ 6．2�
22 ペイシャデック 牝3鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 476－ 61：00．21� 50．7�
56 	 ライバーバード 牡3芦 56

55 ☆坂井 瑠星馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue
Farm, LLC B486± 01：00．41
 6．7�

44 ムテキングス 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿大塚 亮一氏 伊藤 大士 新ひだか 飛野牧場 460－ 41：00．5
 19．9	

55 カズマデプレシャン 牡3黒鹿56 浜中 俊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B478－10 〃 クビ 9．7

33 バングルバングル 牡3栗 56 木幡 初広手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 494＋101：00．6
 4．6�
710 コーリンマカロン 牝3栗 54 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 488－ 61：00．7� 65．0�
812 フォルテメンテ 牡3鹿 56 吉田 隼人伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 504－ 21：01．33
 17．3
79 ビートフォルテ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 476＋ 21：01．4クビ 136．2�
811 ブ リ ッ ゲ ン 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 450＋101：01．71� 28．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，560，400円 複勝： 27，792，800円 枠連： 7，534，300円
馬連： 32，846，600円 馬単： 17，133，700円 ワイド： 22，465，400円
3連複： 51，229，400円 3連単： 65，994，300円 計： 242，556，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 300円 � 130円 � 180円 枠 連（6－6） 1，780円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 630円 �� 810円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 19，880円

票 数

単勝票数 計 175604 的中 � 8465（6番人気）
複勝票数 計 277928 的中 � 17771（6番人気）� 70159（1番人気）� 39818（3番人気）
枠連票数 計 75343 的中 （6－6） 3279（9番人気）
馬連票数 計 328466 的中 �� 13743（7番人気）
馬単票数 計 171337 的中 �� 2495（19番人気）
ワイド票数 計 224654 的中 �� 8869（7番人気）�� 6687（11番人気）�� 18938（2番人気）
3連複票数 計 512294 的中 ��� 16720（5番人気）
3連単票数 計 659943 的中 ��� 2406（64番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―34．7―47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルヒョウ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．7．3 福島4着

2014．4．19生 牡3鹿 母 サクラカンパネラ 母母 サクラフアミリー 6戦1勝 賞金 8，150，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 メイショウクジャク号・ヤマノブロンコ号

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２日

追 加 記 事（第 2回函館競馬第 1日第 2競走）
〔その他〕　　デルママイウェイ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。



20015 7月9日 晴 良 （29函館2）第2日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

47 スパイクナード 牝3黒鹿54 吉田 隼人今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 428± 02：01．3 3．5�

712 エレクトロニカ 牝3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 406－ 62：01．4� 4．0�
814 レッドアランダ 牝3青鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 410－ 82：01．61� 4．6�
35 エアブライス 牝3栗 54 藤岡 康太 �ラッキーフィールド池添 学 安平 ノーザンファーム 442＋142：01．81� 11．8�
46 スマートサクソン 牝3芦 54 四位 洋文大川 徹氏 浅見 秀一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 484± 0 〃 アタマ 9．5	

815 ディアラビーニア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 宗像 義忠 日高 千葉飯田牧場 416＋ 22：01．9クビ 36．7

611 ハギノエスカーダ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 428－ 2 〃 アタマ 35．2�
59 メイショウユーコン 牝3黒鹿54 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 448＋ 62：02．11� 19．2�
11 リ ア ン ノ ン 牝3栗 54 菱田 裕二森田 藤治氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 394＋ 42：02．2クビ 149．6
610 ボヌールバトー 牝3黒鹿 54

53 ☆城戸 義政�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 432＋ 6 〃 クビ 19．9�
713 スカイノーヴァ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 436－102：02．3� 63．9�
22 モズアムール 牝3鹿 54 松岡 正海 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 B448－ 2 〃 クビ 14．2�
58 トウカイクルーク 牝3黒鹿54 池添 謙一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 440＋ 82：02．61� 27．3�
34 ラ ピ ュ ル テ 牝3鹿 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド 456± 0 〃 クビ 58．5�
23 ブ ラ ー ゼ ン 牝3鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 428＋ 22：02．81� 91．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，685，000円 複勝： 32，068，100円 枠連： 12，267，000円
馬連： 42，254，700円 馬単： 20，234，900円 ワイド： 30，227，700円
3連複： 66，122，300円 3連単： 75，797，900円 計： 303，657，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 150円 � 170円 枠 連（4－7） 640円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 300円 �� 300円 �� 380円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 4，980円

票 数

単勝票数 計 246850 的中 � 55590（1番人気）
複勝票数 計 320681 的中 � 62120（1番人気）� 57588（2番人気）� 45364（3番人気）
枠連票数 計 122670 的中 （4－7） 14713（2番人気）
馬連票数 計 422547 的中 �� 47419（1番人気）
馬単票数 計 202349 的中 �� 11197（2番人気）
ワイド票数 計 302277 的中 �� 25922（2番人気）�� 26458（1番人気）�� 19478（3番人気）
3連複票数 計 661223 的中 ��� 50203（1番人気）
3連単票数 計 757979 的中 ��� 11026（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．2―48．5―1：00．9―1：13．5―1：25．9―1：37．8―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．4
1
3
2，10（6，14）9，11（3，8）7（1，5）（4，15）12，13・（2，10）（14，11）（6，7）9（3，8，5）（1，12）（4，15）13

2
4
2（6，10）14（9，11）3（8，7）1，5－（4，15）12－13・（2，10，14，11）7（6，9，5）（3，8，12）1，15（4，13）

勝馬の
紹 介

スパイクナード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2016．7．10 中京3着

2014．3．8生 牝3黒鹿 母 スティーリンキッシーズ 母母 Seewillo 9戦1勝 賞金 13，450，000円
〔制裁〕 エアブライス号の騎手藤岡康太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）
※出走取消馬 タイムレスタイム号（疾病〔左口角部挫創〕のため）

20016 7月9日 晴 良 （29函館2）第2日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

813 レッドクライム 牡3栗 56 北村 友一 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 462－ 41：47．1 2．6�
11 フライングゲット 牡3黒鹿56 原田 和真千明牧場 池上 昌弘 日高 千明牧場 450＋ 41：47．52� 15．0�
56 シンゼンキング 牡3黒鹿56 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474± 01：47．6� 7．1�
711 メイショウソリッド 牡3黒鹿56 菱田 裕二松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 村下 明博 492± 01：47．81� 5．1�
22 ハ レ カ イ 牡3栗 56 勝浦 正樹�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋121：48．01� 5．7�
68 ガクチカキッズ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 454＋ 61：48．1クビ 62．9	
33 ミ カ ー ド 牡3芦 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 464＋ 4 〃 アタマ 5．1

69 エイシンブルーム 牝3青鹿54 藤岡 康太�栄進堂 松元 茂樹 浦河 高野牧場 444＋ 21：48．2� 30．6�
57 レイズアチアー 牡3栗 56 黛 弘人岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 41：49．79 139．9�
44 ディープスピリッツ 牡3鹿 56 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 444± 01：50．12� 33．7
710 スリーサンウェイ 牝3黒鹿54 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 浦河 辻 牧場 470＋ 61：50．52� 260．0�
45 キョウエイビアンコ 牝3青鹿54 松岡 正海田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 434± 01：50．92� 152．6�
812 マニアックスター 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 522± 01：51．53� 212．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，288，200円 複勝： 29，485，700円 枠連： 7，694，300円
馬連： 32，931，000円 馬単： 19，552，400円 ワイド： 23，736，400円
3連複： 49，603，400円 3連単： 70，047，200円 計： 254，338，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 250円 � 190円 枠 連（1－8） 2，510円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 610円 �� 310円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 14，580円

票 数

単勝票数 計 212882 的中 � 65251（1番人気）
複勝票数 計 294857 的中 � 80889（1番人気）� 23634（6番人気）� 35211（3番人気）
枠連票数 計 76943 的中 （1－8） 2370（12番人気）
馬連票数 計 329310 的中 �� 12464（9番人気）
馬単票数 計 195524 的中 �� 4803（9番人気）
ワイド票数 計 237364 的中 �� 9616（8番人気）�� 21796（3番人気）�� 4641（16番人気）
3連複票数 計 496034 的中 ��� 14183（9番人気）
3連単票数 計 700472 的中 ��� 3482（48番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．0―12．4―12．9―12．8―12．9―13．1―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．2―42．6―55．5―1：08．3―1：21．2―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．8
1
3
・（4，8）－（3，12）11（1，9）（5，13）（2，10）6，7・（4，8，3）（1，9，11）（2，13）（12，6）（5，7）10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドクライム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2016．7．17 中京5着

2014．4．5生 牡3栗 母 デライトポイント 母母 マッチポイント 13戦1勝 賞金 17，700，000円



20017 7月9日 晴 良 （29函館2）第2日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：49．9
1：45．9

良
良

44 クリノクーニング 牡2鹿 54 北村 友一栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 458 ―1：49．7レコード 3．7�
33 カレンシリエージョ 牝2栗 54 池添 謙一鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 460 ―1：49．91� 1．5�
22 キョウエイルフィー 牝2黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 484 ―1：51．38 8．1�
66 ソングオブローラン 牡2鹿 54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 508 ―1：51．93� 60．1�
11 ヒ ダ ル マ 牡2鹿 54 浜中 俊冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 456 ―1：52．0� 11．1�
55 ハッシュレート 牡2黒鹿 54

52 △井上 敏樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 千葉飯田牧場 482 ―1：52．53 60．5	
77 クロフネプリンセス 牝2栗 54 四位 洋文サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 436 ―1：52．71� 19．2

（7頭）

売 得 金
単勝： 31，223，800円 複勝： 23，527，700円 枠連： 発売なし
馬連： 27，810，300円 馬単： 24，264，200円 ワイド： 16，240，200円
3連複： 32，902，300円 3連単： 106，376，800円 計： 262，345，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 130円 �� 250円 �� 140円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 1，750円

票 数

単勝票数 計 312238 的中 � 69464（2番人気）
複勝票数 計 235277 的中 � 42138（2番人気）� 121196（1番人気）
馬連票数 計 278103 的中 �� 91236（1番人気）
馬単票数 計 242642 的中 �� 26075（3番人気）
ワイド票数 計 162402 的中 �� 38601（1番人気）�� 12195（4番人気）�� 29994（2番人気）
3連複票数 計 329023 的中 ��� 78506（1番人気）
3連単票数 計1063768 的中 ��� 43822（5番人気）

ハロンタイム 12．7―12．5―12．6―12．4―11．9―11．8―11．9―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．2―37．8―50．2―1：02．1―1：13．9―1：25．8―1：37．8

コーナー
通過順位

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

2
4
2，3－4，7，5，1，6・（2，3）4－（6，1）－（5，7）

勝馬の
紹 介

クリノクーニング �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 パラダイスクリーク 初出走

2015．4．17生 牡2鹿 母 クリノビスケット 母母 オプトライアン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 フラッシュスタイル号（疾病〔感冒〕のため）

20018 7月9日 晴 良 （29函館2）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

612 シゲルタイガー 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502± 01：09．6 4．0�

35 デンコウアリオン 牡3鹿 56 池添 謙一田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 476＋16 〃 クビ 12．0�
36 デルマオフクロサン 牝3黒鹿54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 438－ 41：09．7クビ 7．3�
714 オ ニ チ ャ ン 牡3栗 56 桑村 真明山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 B428＋ 41：09．8� 30．1�

（北海道）

815 サンマルペンダント 牝3栗 54 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 444＋ 8 〃 アタマ 10．1�
12 ピティヴィエ �3栗 56 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 454＋16 〃 クビ 13．7�
11 ティーデュエル 牝3鹿 54 古川 吉洋深見 富朗氏 的場 均 浦河 浦河小林牧場 434± 0 〃 アタマ 8．6	
24 サンモントレー 牝3栗 54 中井 裕二 
加藤ステーブル 菊川 正達 日高 有限会社

ケイズ 440± 01：09．9� 37．9�
47 モーリーファ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 460－ 8 〃 ハナ 30．2
713 バトルピッピ 牝3鹿 54 浜中 俊宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 沖田 忠幸 442＋101：10．0クビ 5．6�
510 ユキエファルコン 牡3黒鹿56 菱田 裕二平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 480＋ 61：10．1� 6．7�
611 ネオレジェンド 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星嶋田 賢氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 466＋ 41：10．31� 69．6�
59 ショウナンアルマー 牝3青鹿54 松岡 正海国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B456－ 4 〃 ハナ 20．8�
816 テイクマイチャンス 牝3栗 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新冠 タニグチ牧場 452－ 41：10．4� 173．0�
48 クララフトゥーラ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿岡田 牧雄氏 高橋 義博 新冠 飛渡牧場 424＋ 81：10．61� 156．3�
23 ホワイトシスネ 牝3芦 54

52 △井上 敏樹荻野 亮氏 小桧山 悟 新冠 長浜 忠 408－ 21：10．91	 271．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，664，000円 複勝： 30，522，100円 枠連： 10，380，200円
馬連： 36，603，500円 馬単： 16，626，000円 ワイド： 25，126，300円
3連複： 55，436，600円 3連単： 65，473，700円 計： 258，832，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 380円 � 240円 枠 連（3－6） 1，020円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 660円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 7，150円 3 連 単 ��� 41，490円

票 数

単勝票数 計 186640 的中 � 37102（1番人気）
複勝票数 計 305221 的中 � 66570（1番人気）� 16697（7番人気）� 30393（4番人気）
枠連票数 計 103802 的中 （3－6） 7847（3番人気）
馬連票数 計 366035 的中 �� 8920（12番人気）
馬単票数 計 166260 的中 �� 2005（22番人気）
ワイド票数 計 251263 的中 �� 5521（10番人気）�� 10113（4番人気）�� 4997（14番人気）
3連複票数 計 554366 的中 ��� 5809（18番人気）
3連単票数 計 654737 的中 ��� 1144（101番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．3―11．6―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．2―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルタイガー �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Green Desert デビュー 2016．7．2 福島15着

2014．2．12生 牡3鹿 母 グリーンレディ 母母 Fawaayid 14戦1勝 賞金 12，350，000円
〔制裁〕 バトルピッピ号の騎手浜中俊は，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：16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。



20019 7月9日 晴 良 （29函館2）第2日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

55 � チェリースプリング 牝3芦 52 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 大成牧場 440－ 2 59．0 2．9�
79 � グレートブレス 牡5栗 57

56 ☆城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 514± 0 59．32 15．5�

710 オールオブユー 牝5栗 55
54 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 2 〃 ハナ 8．1�
11 セイウンアワード 牡5鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B538± 0 59．51� 70．7�
44 スマートアムール 牝3栗 52 藤岡 康太大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 442＋ 4 59．6クビ 6．2�
33 マコトパパヴェロ 牝3栗 52 丹内 祐次�ディアマント 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 484＋ 2 59．7	 4．6	
22 ド ラ グ ー ン 
5鹿 57 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋101：00．01� 5．1

812 アマルティア 牝4黒鹿55 桑村 真明�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 460＋ 2 〃 ハナ 23．5�

（北海道）

67 カゼノシッポ 牝4栗 55 横山 和生�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 B434＋ 21：00．1クビ 52．0
68 � ヴィクトリースノー 牝5芦 55

53 △井上 敏樹古賀 慎一氏 萱野 浩二 日高 大江牧場 B402± 01：00．31	 77．4�
56 カシノアーニング 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 444± 01：00．72	 201．6�
811 ディアパヴォーネ 牝3黒鹿52 浜中 俊ディアレストクラブ� 二ノ宮敬宇 新冠 武田牧場 418＋181：01．23 17．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，564，500円 複勝： 30，320，700円 枠連： 8，549，500円
馬連： 36，766，400円 馬単： 19，832，400円 ワイド： 25，220，700円
3連複： 50，329，800円 3連単： 74，379，600円 計： 267，963，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 300円 � 180円 枠 連（5－7） 750円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 660円 �� 410円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 12，140円

票 数

単勝票数 計 225645 的中 � 62230（1番人気）
複勝票数 計 303207 的中 � 54144（1番人気）� 22079（6番人気）� 44757（4番人気）
枠連票数 計 85495 的中 （5－7） 8761（2番人気）
馬連票数 計 367664 的中 �� 14960（9番人気）
馬単票数 計 198324 的中 �� 5327（10番人気）
ワイド票数 計 252207 的中 �� 9641（9番人気）�� 16624（3番人気）�� 6544（13番人気）
3連複票数 計 503298 的中 ��� 12458（11番人気）
3連単票数 計 743796 的中 ��� 4440（33番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．6―46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．0
3 5，10（2，3，12）9，8，4（1，6）－11，7 4 5，10，2（3，12，9）4，1（8，6）－7，11

勝馬の
紹 介

�チェリースプリング �
�
父 チェリークラウン �

�
母父 スクワートルスクワート

2014．4．6生 牝3芦 母 チェリーノコイビト 母母 キョウワグレイス 3戦1勝 賞金 10，500，000円
地方デビュー 2016．7．27 門別

※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 ハネト号
※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。

20020 7月9日 晴 良 （29函館2）第2日 第8競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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
1：41．7

不良
不良

66 メイショウエイコウ 牡3鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 442± 01：45．0 2．5�
22 ガ ン コ 牡4青鹿57 北村 友一杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 488＋ 41：45．31� 9．5�
79 ロバストミノル 牡4栗 57 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 502＋101：45．51 5．0�
811 レッドウィズダム 牡4鹿 57 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 500－ 41：45．6	 6．4�
67 キチロクステージ 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 468－ 21：46．02	 42．3�
33 ティモシーブルー 牡3鹿 54 藤岡 康太中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 500＋ 61：47．06 4．9	
78 リキサンダイオー 牡4黒鹿57 黛 弘人 
ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 466± 01：47．42	 21．1�
11 ド ル メ ロ 牡5黒鹿 57

55 △井上 敏樹�NICKS 尾関 知人 浦河 高村牧場 476± 01：47．93 226．2�
44 ア グ ネ ッ タ 牝4鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B466＋ 41：48．0	 18．5
810 メイショウクオン 牡5鹿 57

56 ☆城戸 義政松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 510－ 2 〃 アタマ 44．0�
55 アポロミッション 牡3鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 454＋ 41：49．27 19．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，579，400円 複勝： 43，944，400円 枠連： 9，122，900円
馬連： 47，989，200円 馬単： 25，267，200円 ワイド： 29，752，200円
3連複： 63，634，400円 3連単： 99，741，900円 計： 347，031，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 200円 � 160円 枠 連（2－6） 900円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 410円 �� 310円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 8，010円

票 数

単勝票数 計 275794 的中 � 85206（1番人気）
複勝票数 計 439444 的中 � 137668（1番人気）� 42668（5番人気）� 62834（2番人気）
枠連票数 計 91229 的中 （2－6） 7822（4番人気）
馬連票数 計 479892 的中 �� 36989（4番人気）
馬単票数 計 252672 的中 �� 10809（6番人気）
ワイド票数 計 297522 的中 �� 18410（4番人気）�� 25925（3番人気）�� 11567（7番人気）
3連複票数 計 636344 的中 ��� 27911（4番人気）
3連単票数 計 997419 的中 ��� 9019（16番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．4―12．4―12．7―12．3―12．6―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．3―41．7―54．4―1：06．7―1：19．3―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

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3鹿 母 メイショウフクヒメ 母母 キタノファンタジー 11戦2勝 賞金 29，100，000円
※出走取消馬 カバトット号（疾病〔感冒〕のため）



20021 7月9日 晴 良 （29函館2）第2日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

710 スティッフェリオ 牡3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 440－ 61：59．8 4．6�
56 トータルソッカー 牡3栗 54 吉田 隼人渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 494＋ 42：00．01� 5．5�
68 ウインイクシード 牡3黒鹿54 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 484－ 2 〃 ハナ 4．0�
22 シャインブライト 牡4芦 57 藤岡 康太了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 482＋102：00．1� 6．7�
33 アスターサムソン �4鹿 57 池添 謙一加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 42：00．31� 30．1	
67 コスモレティクルム 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 2 〃 クビ 27．6

11 ミエノインパルス 牡3栗 54

53 ☆坂井 瑠星里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 ハナ 9．9�
55 モンテエベレスト �7青鹿 57

55 △井上 敏樹毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 492－ 42：00．72� 58．0�
79 サンレイフローラ 牝7鹿 55

54 ☆	島 克駿永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B464＋ 62：00．8
 144．6
811 ビクトリーミノル 牡5栗 57 菱田 裕二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 478± 02：01．0
 41．2�
44 レッドジェノヴァ 牝3青鹿 52

49 ▲横山 武史 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 500＋ 8 〃 クビ 4．3�
812 ステイリッチ �5栗 57 古川 吉洋宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 62：02．9大差 132．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，602，300円 複勝： 43，079，800円 枠連： 10，716，100円
馬連： 60，518，400円 馬単： 28，114，000円 ワイド： 36，623，200円
3連複： 80，451，700円 3連単： 118，017，800円 計： 408，123，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 170円 � 160円 枠 連（5－7） 1，200円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 530円 �� 390円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 11，150円

票 数

単勝票数 計 306023 的中 � 52223（3番人気）
複勝票数 計 430798 的中 � 64316（3番人気）� 62498（4番人気）� 74010（1番人気）
枠連票数 計 107161 的中 （5－7） 6897（5番人気）
馬連票数 計 605184 的中 �� 32010（7番人気）
馬単票数 計 281140 的中 �� 7480（14番人気）
ワイド票数 計 366232 的中 �� 16779（6番人気）�� 24260（4番人気）�� 26066（1番人気）
3連複票数 計 804517 的中 ��� 32846（4番人気）
3連単票数 計1180178 的中 ��� 7673（25番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．1―12．4―12．5―11．8―11．9―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．5―47．9―1：00．4―1：12．2―1：24．1―1：36．1―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スティッフェリオ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mtoto デビュー 2016．9．18 阪神2着

2014．2．17生 牡3鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 7戦2勝 賞金 17，800，000円
※出走取消馬 フォルシャー号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

20022 7月9日 曇 良 （29函館2）第2日 第10競走 ��
��1，200�

た ち ま ち み さ き

立 待 岬 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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

69 クリノスイートピー 牝5黒鹿55 小崎 綾也栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 442＋ 21：08．5 17．2�
33 � ベリースコール 	4黒鹿57 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck

Benillouche 484＋ 61：08．71
 4．4�
22 ビリーヴザワン 	6鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 486－ 2 〃 クビ 21．2�
45 レアドロップ 牝4芦 55 浜中 俊岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 464＋ 4 〃 アタマ 4．9�
814 モンテヴェルデ 牡3青鹿54 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B470＋ 61：08．91
 2．6�
11 ア オ イ ソ ラ 牡4鹿 57 藤岡 康太�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 496± 01：09．11 26．8	
34 �� シラーグランツ 牝4芦 55 丹内 祐次 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 米 Double K
LLC B462－ 21：09．2� 52．1�

712 ガーシュウィン 牡3鹿 54 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－ 8 〃 クビ 14．0�
46 � エアオブザドラゴン 牡4鹿 57 田中 勝春岡田 牧雄氏 大江原 哲 英 Cheveley Park

Stud Ltd 510＋ 61：09．3� 29．6
610 オトコギマサムネ 牡6鹿 57 荻野 琢真塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B500＋ 21：09．61 27．3�
711 サクラヴィオーラ 牝6栗 55 勝浦 正樹
さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 474± 01：09．91 12．4�
58 パセンジャーシップ 牝5芦 55 松岡 正海吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 494＋ 21：10．11 30．9�
57 � リシュリュー 牡3鹿 54 桑村 真明 
オリオンファーム 角川 秀樹 浦河 伏木田牧場 548－ 2 〃 クビ 41．2�

（北海道） （北海道）

813 セクシーモーション 牝3鹿 52 丸山 元気堀 祥子氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 456－ 41：11．37 123．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，130，600円 複勝： 45，724，800円 枠連： 18，205，700円
馬連： 79，894，200円 馬単： 39，932，300円 ワイド： 47，068，900円
3連複： 120，476，700円 3連単： 164，811，000円 計： 552，244，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 310円 � 170円 � 440円 枠 連（3－6） 1，520円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 6，830円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，680円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 12，600円 3 連 単 ��� 81，610円

票 数

単勝票数 計 361306 的中 � 16714（6番人気）
複勝票数 計 457248 的中 � 34973（5番人気）� 89991（2番人気）� 22572（7番人気）
枠連票数 計 182057 的中 （3－6） 9248（7番人気）
馬連票数 計 798942 的中 �� 22683（8番人気）
馬単票数 計 399323 的中 �� 4383（22番人気）
ワイド票数 計 470689 的中 �� 16739（4番人気）�� 4347（34番人気）�� 10108（10番人気）
3連複票数 計1204767 的中 ��� 7171（38番人気）
3連単票数 計1648110 的中 ��� 1464（255番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．1―11．4―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．8―45．2―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノスイートピー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．8．23 新潟12着

2012．3．24生 牝5黒鹿 母 テンザンジョイ 母母 ディアドータ 33戦3勝 賞金 39，195，000円
※セクシーモーション号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



20023 7月9日 曇 良 （29函館2）第2日 第11競走 ��
��1，700�デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，28．7．9以降29．7．2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

デルマーサラブレッドクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：41．7

不良
不良

711 テイエムジンソク 牡5芦 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム
牧場株式会社 492＋ 41：42．9 1．5�

57 タガノエスプレッソ 牡5鹿 56 北村 友一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 456＋ 21：43．75 18．9�

712 スズカリバー 牡5鹿 53 桑村 真明永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492－ 41：43．91� 88．2�
（北海道）

814 リーゼントロック 牡6黒鹿55 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 522－ 61：44．1� 18．6�
58 ア ル タ イ ル 牡5栗 56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B484－ 2 〃 ハナ 8．1�
45 メイショウスミトモ 牡6鹿 56 吉田 隼人松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474± 0 〃 クビ 7．9�
610 リ ッ カ ル ド 	6芦 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 494－ 31：44．31 22．1	
69 イースターパレード 	8栗 53 荻野 琢真
G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 510－ 4 〃 クビ 85．6�
33 ヨヨギマック 牡6栗 55 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 500－ 41：44．51 80．3�
11 ディアドムス 牡5鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ
 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B496＋ 2 〃 クビ 115．1
34 サクラエール 牡6黒鹿54 藤岡 康太
さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 474－ 21：44．6クビ 59．9�
22 
 ドリームキラリ 牡5青 56 坂井 瑠星ライオンレースホース
 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC 482－ 41：45．23� 15．5�
813 ショウナンアポロン 牡7鹿 56 池添 謙一国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B508± 01：45．73 44．7�
46 ジェベルムーサ 牡7鹿 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 562－ 41：46．01� 22．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 71，125，300円 複勝： 122，890，600円 枠連： 41，957，400円
馬連： 201，867，700円 馬単： 109，867，700円 ワイド： 103，579，600円
3連複： 315，415，000円 3連単： 562，607，000円 計： 1，529，310，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 320円 � 1，050円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，040円 �� 7，990円

3 連 複 ��� 15，490円 3 連 単 ��� 40，590円

票 数

単勝票数 計 711253 的中 � 375152（1番人気）
複勝票数 計1228906 的中 � 679853（1番人気）� 53313（5番人気）� 13260（13番人気）
枠連票数 計 419574 的中 （5－7） 72523（2番人気）
馬連票数 計2018677 的中 �� 150069（4番人気）
馬単票数 計1098677 的中 �� 64860（4番人気）
ワイド票数 計1035796 的中 �� 56577（4番人気）�� 12628（22番人気）�� 3145（60番人気）
3連複票数 計3154150 的中 ��� 15266（49番人気）
3連単票数 計5626070 的中 ��� 10049（127番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．8―12．2―12．0―12．1―12．3―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．4―41．6―53．6―1：05．7―1：18．0―1：30．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムジンソク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．3．21 阪神6着

2012．4．21生 牡5芦 母 マイディスカバリー 母母 マイグリーン 21戦7勝 賞金 156，092，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アメリカンウィナー号・エルマンボ号・キクノソル号・ダノングッド号・ダンツプリウス号・デビルズハーツ号・

トップディーヴォ号・トミケンユークアイ号・メイショウオセアン号・モズライジン号
※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。

20024 7月9日 曇 良 （29函館2）第2日 第12競走 ��1，800�
じま

か も め 島 特 別
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

55 ポールヴァンドル 牝3芦 52 池添 謙一 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 534＋ 41：48．3 2．9�
88 カリビアンゴールド 牝3黒鹿52 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 4 〃 クビ 4．6�
11 ブリガアルタ 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 448＋121：48．51� 9．1�
44 アンドリエッテ 牝5鹿 55 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 466＋121：48．6クビ 7．0�
22 ス ズ カ ゼ 牝3鹿 52 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 478＋121：48．7� 4．1	
77 ウインクルサルーテ 牝4鹿 55 四位 洋文�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 424＋ 61：48．8� 5．4

33 ベストセラーアスク 牝6鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 438＋ 61：49．01� 56．2�
66 リバーサイドパーク 牝4鹿 55 桑村 真明�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 458＋ 51：49．21� 132．7�

（北海道）

（8頭）

売 得 金
単勝： 54，346，200円 複勝： 52，170，600円 枠連： 発売なし
馬連： 100，715，300円 馬単： 51，720，800円 ワイド： 49，227，500円
3連複： 104，593，000円 3連単： 246，259，000円 計： 659，032，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 300円 �� 500円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 7，680円

票 数

単勝票数 計 543462 的中 � 145510（1番人気）
複勝票数 計 521706 的中 � 126986（1番人気）� 84244（4番人気）� 59801（6番人気）
馬連票数 計1007153 的中 �� 100012（2番人気）
馬単票数 計 517208 的中 �� 30951（2番人気）
ワイド票数 計 492275 的中 �� 45155（2番人気）�� 24519（10番人気）�� 16794（14番人気）
3連複票数 計1045930 的中 ��� 40388（10番人気）
3連単票数 計2462590 的中 ��� 23223（23番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．3―12．4―12．4―12．0―11．5―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．2―49．6―1：02．0―1：14．0―1：25．5―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．3
1
3
2，5（1，8）7－（3，6）－4・（2，5）4（1，8）7（3，6）

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

勝馬の
紹 介

ポールヴァンドル 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Fasliyev デビュー 2016．10．9 東京2着

2014．3．22生 牝3芦 母 レディドーヴィル 母母 Mercalle 8戦3勝 賞金 37，668，000円
※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



（29函館2）第2日 7月9日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

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

194，250，000円
2，530，000円
14，000，000円
1，190，000円
20，370，000円
57，042，000円
3，640，000円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
377，793，200円
506，183，500円
126，427，400円
724，204，900円
394，962，800円
423，037，300円
1，020，295，700円
1，759，842，000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 5，332，746，800円

総入場人員 7，965名 （有料入場人員 6，948名）
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