
20049 7月22日 曇 重 （29函館2）第5日 第1競走 ��1，800�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
1：49．7
1：45．9

良
良

22 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± 01：51．2 1．1�
33 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 504－ 41：52．58 17．8�
66 ヒ ダ ル マ 牡2鹿 54 K．ティータン 冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 450－ 61：52．92� 22．2�

（香港）

11 ソウラセブン 牝2青鹿54 黛 弘人村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト
クラブ 438± 01：53．21� 39．4�

55 ハッシュレート 牡2黒鹿 54
53 ☆井上 敏樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 千葉飯田牧場 476－ 61：53．3� 60．4�

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 438＋ 21：54．04 39．1	

44 デルマベルモット 牡2鹿 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 452－ 81：54．21 47．9

（7頭）

売 得 金
単勝： 49，532，100円 複勝： 64，352，400円 枠連： 発売なし
馬連： 20，185，700円 馬単： 24，102，100円 ワイド： 16，427，400円
3連複： 29，973，800円 3連単： 106，144，500円 計： 310，718，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 120円 �� 150円 �� 170円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 560円

票 数

単勝票数 計 495321 的中 � 415736（1番人気）
複勝票数 計 643524 的中 � 555146（1番人気）� 29212（2番人気）
馬連票数 計 201857 的中 �� 61053（1番人気）
馬単票数 計 241021 的中 �� 72602（1番人気）
ワイド票数 計 164274 的中 �� 39122（1番人気）�� 27555（2番人気）�� 20188（3番人気）
3連複票数 計 299738 的中 ��� 78346（1番人気）
3連単票数 計1061445 的中 ��� 136493（1番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―12．8―12．9―11．9―11．5―12．2―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―37．9―50．8―1：02．7―1：14．2―1：26．4―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F37．0
1
3
4（5，7）2，1，6－3
3－2－5（4，6）1，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンシリエージョ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Numerous デビュー 2017．7．9 函館2着

2015．2．15生 牝2栗 母 ベルアリュールⅡ 母母 Mare Aux Fees 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

20050 7月22日 曇 不良 （29函館2）第5日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

66 メ ヌ エ ッ ト 牝3芦 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 448± 01：44．8 1．8�
810 ヌンジュリエット 牝3黒鹿54 藤岡 佑介ヌンクラブ� 清水 英克 日高 ナカノファーム 476＋ 21：44．9� 4．9�
55 ラインアストロ 牝3鹿 54 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 土田 扶美子 B442－ 41：45．64 19．2�
33 エアセリーナ 牝3栗 54 C．ルメール �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 468± 01：46．02� 6．8�
67 デルマタビダチ 牝3黒鹿54 蛯名 正義浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 41：46．21� 63．9�
11 リネンスカッシュ 牝3栗 54 丹内 祐次戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 沖田 博志 474± 0 〃 アタマ 12．4	
22 ブロードビーチ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �キャピタル・システム 渡辺 薫彦 日高 目黒牧場 422± 01：46．51� 29．2

44 ローズシュクレ 牝3栗 54 K．ティータン �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 446－ 61：46．6� 66．3�

（香港）

811 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± 01：47．23� 12．0
78 ラ ー ケ ン 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�稲原牧場 千田 輝彦 平取 稲原牧場 452＋18 〃 ハナ 16．4�
79 プリンプリンカフェ 牝3芦 54 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 462± 01：49．9大差 148．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，713，800円 複勝： 55，639，800円 枠連： 6，205，500円
馬連： 28，447，200円 馬単： 19，381，900円 ワイド： 21，358，800円
3連複： 40，548，200円 3連単： 71，592，400円 計： 262，887，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 280円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 220円 �� 430円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 4，180円

票 数

単勝票数 計 197138 的中 � 87219（1番人気）
複勝票数 計 556398 的中 � 339706（1番人気）� 49779（2番人気）� 19135（6番人気）
枠連票数 計 62055 的中 （6－8） 14944（1番人気）
馬連票数 計 284472 的中 �� 50720（1番人気）
馬単票数 計 193819 的中 �� 22318（2番人気）
ワイド票数 計 213588 的中 �� 28644（1番人気）�� 12112（5番人気）�� 4632（13番人気）
3連複票数 計 405482 的中 ��� 19181（3番人気）
3連単票数 計 715924 的中 ��� 12388（4番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―11．8―12．4―12．7―12．6―12．6―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．4―41．8―54．5―1：07．1―1：19．7―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．7
1
3
5，10（3，11）6（1，9）（7，8）4－2・（5，10）6（3，11）（1，7，8）－2，4＝9

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

勝馬の
紹 介

メ ヌ エ ッ ト �
�
父 Tapit �

�
母父 Hard Spun デビュー 2016．12．24 阪神3着

2014．2．28生 牝3芦 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 7戦1勝 賞金 13，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンプリンカフェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月22日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

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

追 加 記 事（第 2回函館競馬第 4日第 12 競走）
〔その他〕　　ピュアソルジャー号は，競走中に疾病〔左第３中手骨遠位剥離骨折〕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。



20051 7月22日 曇 不良 （29函館2）第5日 第3競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

56 メイショウハバネラ 牝3栗 54
51 ▲横山 武史松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 444－ 4 58．5 8．4�

811 デルマキミノナハ 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 初也浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 ファニーヒルファーム 444± 0 58．6� 3．4�

68 � 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 B490＋ 4 58．7クビ 9．2�
33 ザウォルドルフ 牡3黒鹿56 北村 友一大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 ハナ 36．5�
22 メイショウカリナン 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 B492＋ 8 59．01� 14．9�
812 タイキブリジャール 牡3鹿 56 岩田 康誠�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 456＋ 6 59．21
 2．4	
710 アーチザスカイ 牡3栗 56

55 ☆城戸 義政 
グリーンファーム中村 均 新ひだか 前田ファーム 522－ 4 59．41 62．0�
55 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 438－ 2 59．5
 8．4�
44 テイクマイチャンス 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新冠 タニグチ牧場 B460＋ 81：00．03 161．8
11 ムテキングス 牡3鹿 56 藤岡 康太大塚 亮一氏 伊藤 大士 新ひだか 飛野牧場 464＋ 4 〃 アタマ 17．5�
79 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± 0 〃 ハナ 52．5�
67 ジューンスラスト 牡3黒鹿56 荻野 琢真吉川 潤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 526 ―1：00．1クビ 67．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，022，000円 複勝： 27，982，800円 枠連： 8，769，900円
馬連： 32，617，000円 馬単： 18，148，500円 ワイド： 22，137，400円
3連複： 46，252，400円 3連単： 69，315，900円 計： 248，245，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 230円 � 150円 � 190円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，090円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 19，420円

票 数

単勝票数 計 230220 的中 � 21821（3番人気）
複勝票数 計 279828 的中 � 26766（4番人気）� 56998（2番人気）� 35978（3番人気）
枠連票数 計 87699 的中 （5－8） 19619（1番人気）
馬連票数 計 326170 的中 �� 17456（6番人気）
馬単票数 計 181485 的中 �� 5634（8番人気）
ワイド票数 計 221374 的中 �� 13290（3番人気）�� 4863（14番人気）�� 10799（6番人気）
3連複票数 計 462524 的中 ��� 9781（8番人気）
3連単票数 計 693159 的中 ��� 2587（58番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―12．0―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウハバネラ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サクラローレル デビュー 2016．7．10 中京2着

2014．3．21生 牝3栗 母 ベストオブチャンス 母母 サガミコトブキ 11戦1勝 賞金 11，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バングルバングル号

20052 7月22日 曇 不良 （29函館2）第5日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

56 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 444－ 61：44．2 3．7�
68 シャーロック 牡3鹿 56 池添 謙一薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 454－ 81：45．26 2．3�
55 ミッキートーン 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿野田みづき氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B550＋10 〃 ハナ 24．8�

44 メッサーマイスター 牡3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 462－121：45．41� 10．0�

710 ペイシャリサ 牝3栗 54 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 468± 01：45．5� 22．0�
22 パ ム ッ カ レ 牡3栗 56 丹内 祐次 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B460－ 21：45．6� 44．3	
11 セイウンシナツ 牡3黒鹿56 丸山 元気西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 442± 01：46．87 58．8

811 クラシカルレディ 牝3黒鹿54 北村 友一 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 新ひだか 幌村牧場 422＋ 4 〃 ハナ 18．6�
812 タガノビッググッド 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋ 21：47．01� 12．5�
79 ブラックヘルト 牡3鹿 56 K．ティータン �ノルマンディーサラブレッドレーシング 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 522－ 21：47．63� 15．7

（香港）

33 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 464－ 41：47．81 251．2�
67 ミ ナ ミ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也ユアストーリー 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 482 ―1：48．01� 7．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，938，200円 複勝： 26，428，700円 枠連： 7，961，100円
馬連： 29，530，300円 馬単： 16，632，800円 ワイド： 20，685，500円
3連複： 40，230，200円 3連単： 57，453，300円 計： 217，860，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 120円 � 460円 枠 連（5－6） 350円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，200円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 10，590円

票 数

単勝票数 計 189382 的中 � 40265（2番人気）
複勝票数 計 264287 的中 � 57249（2番人気）� 69532（1番人気）� 8911（9番人気）
枠連票数 計 79611 的中 （5－6） 17436（1番人気）
馬連票数 計 295303 的中 �� 53263（1番人気）
馬単票数 計 166328 的中 �� 12847（2番人気）
ワイド票数 計 206855 的中 �� 36018（1番人気）�� 3731（14番人気）�� 4725（13番人気）
3連複票数 計 402302 的中 ��� 12044（7番人気）
3連単票数 計 574533 的中 ��� 3931（22番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．6―12．4―12．5―12．6―12．4―12．4―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．7―42．1―54．6―1：07．2―1：19．6―1：32．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
11（8，9）5（6，12）4，10（2，7）3－1・（11，8）6（5，9）（2，4）（10，12）3（1，7）

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

勝馬の
紹 介

フライングゲット �
�
父 キングズベスト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．3．19 中山4着

2014．3．30生 牡3黒鹿 母 メイシャイン 母母 スターアルファ 6戦1勝 賞金 9，650，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



20053 7月22日 曇 稍重 （29函館2）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時15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

36 ペイシャゲラン 牝3栗 54
53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 448± 01：09．3 13．3�

24 ブラウンローズ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 448± 01：09．61� 2．9�
713 デザートストーム 牡3黒鹿56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 8 〃 ハナ 5．4�
47 ハイレートクライム 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：09．7� 4．5�
510 フランツジョセフ 牝3栗 54 藤岡 康太手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 430－161：09．91� 43．9�
11 ツ キ ノ ミ チ 牝3鹿 54 菱田 裕二吉井 理人氏 清水 久詞 浦河 林 孝輝 440－ 21：10．11� 10．2	
816 ピ オ ニ エ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新ひだか 岡田スタツド 408＋101：10．42 136．6

714 モアナブルー 牝3栗 54 黛 弘人平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 6 〃 ハナ 14．5�
12 ダ ー ナ 牝3青鹿54 丸山 元気門野 重雄氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 376－ 21：10．5クビ 215．3�
48 トミケンアディム 牝3黒鹿54 柴山 雄一冨樫 賢二氏 田島 俊明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476＋ 2 〃 アタマ 88．1
611 サトノジーガー 牡3鹿 56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 日高 下河辺牧場 412＋ 4 〃 アタマ 10．6�
35 カフジリバー 牡3鹿 56 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498± 01：10．6クビ 61．8�
59 タマモサーティーン 牝3芦 54

51 ▲横山 武史タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 490＋ 2 〃 クビ 22．4�
23 マテラグローバル 牡3黒鹿 56

55 ☆城戸 義政大野 剛嗣氏 森 秀行 浦河 高松牧場 504＋ 41：11．23	 261．9�
815 オ ニ チ ャ ン 牡3栗 56 吉田 隼人山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 B428± 01：11．3� 18．7�
612 ビーハッピー 牡3鹿 56 横山 和生�ミルファーム 伊藤 正徳 様似 富田 恭司 462＋ 81：13．0大差 200．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，732，200円 複勝： 39，246，200円 枠連： 10，435，600円
馬連： 46，187，600円 馬単： 22，503，200円 ワイド： 32，444，700円
3連複： 69，715，300円 3連単： 87，159，700円 計： 333，424，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 260円 � 120円 � 160円 枠 連（2－3） 1，460円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，060円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 22，030円

票 数

単勝票数 計 257322 的中 � 15386（6番人気）
複勝票数 計 392462 的中 � 27317（6番人気）� 117107（1番人気）� 58081（2番人気）
枠連票数 計 104356 的中 （2－3） 5505（4番人気）
馬連票数 計 461876 的中 �� 21938（4番人気）
馬単票数 計 225032 的中 �� 3899（17番人気）
ワイド票数 計 324447 的中 �� 14657（3番人気）�� 7181（14番人気）�� 27256（1番人気）
3連複票数 計 697153 的中 ��� 18017（5番人気）
3連単票数 計 871597 的中 ��� 2868（53番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャゲラン �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2017．6．11 東京14着

2014．4．25生 牝3栗 母 レーヴドゲラン 母母 メガミゲラン 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビーハッピー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月22日まで平地競走

に出走できない。
※カフジリバー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20054 7月22日 曇 稍重 （29函館2）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・右）

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

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

610 グレンマクナス 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 510－101：50．2 1．6�
33 モダンハート 牝3黒鹿54 黛 弘人下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 514－ 81：50．41� 168．6�
45 サワヤカフェスタ 牝3栗 54 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 むかわ 新井牧場 398－ 2 〃 クビ 167．4�
11 トーヨーピース 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星中嶋 宏氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 466± 01：50．5クビ 8．6	
22 ハクシュカッサイ 牡3栗 56

55 ☆井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 422＋ 61：50．6� 177．5

69 ブリシンガメン 牝3栗 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 9．5�
46 ヴェリタブル 牝3栗 54 K．ティータン �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 426－101：50．81� 7．3�

（香港）

34 アフロディーテ 牝3鹿 54
51 ▲横山 武史近藤 英子氏 寺島 良 登別 青藍牧場 422－ 21：51．01� 322．1

712 メイスンブルーム 牝3黒鹿54 吉田 隼人梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 本巣 一敏 450＋18 〃 クビ 17．2�
58 ボムクレイジ 牡3栗 56 藤岡 康太有田 明生氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：51．1クビ 17．2�
813 ザッツクール 牡3黒鹿56 池添 謙一吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 アタマ 12．9�
57 ナリタトップスター 牝3黒鹿54 四位 洋文�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 398＋121：51．42 34．7�
814 タイムレスタイム 牝3鹿 54 丹内 祐次栗坂 崇氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 474＋ 21：51．82� 273．3�
711 グランデセーヌ 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482 ―1：53．39 30．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，237，100円 複勝： 78，731，900円 枠連： 8，669，600円
馬連： 32，059，400円 馬単： 22，268，800円 ワイド： 24，507，600円
3連複： 48，252，000円 3連単： 81，843，500円 計： 319，569，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 2，130円 � 2，030円 枠 連（3－6） 4，360円

馬 連 �� 10，360円 馬 単 �� 11，620円

ワ イ ド �� 3，940円 �� 4，210円 �� 46，690円

3 連 複 ��� 183，700円 3 連 単 ��� 482，410円

票 数

単勝票数 計 232371 的中 � 114315（1番人気）
複勝票数 計 787319 的中 � 578658（1番人気）� 2640（11番人気）� 2775（10番人気）
枠連票数 計 86696 的中 （3－6） 1541（12番人気）
馬連票数 計 320594 的中 �� 2398（22番人気）
馬単票数 計 222688 的中 �� 1437（24番人気）
ワイド票数 計 245076 的中 �� 1615（32番人気）�� 1509（33番人気）�� 134（82番人気）
3連複票数 計 482520 的中 ��� 197（151番人気）
3連単票数 計 818435 的中 ��� 123（555番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．4―49．0―1：01．8―1：14．4―1：26．5―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．8
1
3
・（1，12）2，9，13（6，10）－（5，14）4，8－7，3＝11・（1，12）9（2，6，13）（4，5，10）8（3，14，7）－11

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

勝馬の
紹 介

グレンマクナス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2017．2．26 阪神3着

2014．3．2生 牡3鹿 母 ラ ラ ア 母母 Rose of Summer 5戦1勝 賞金 11，600，000円
〔発走状況〕 グランデセーヌ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 カフジリバー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



20055 7月22日 曇 稍重 （29函館2）第5日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13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
1：06．8
1：06．5

良
良

11 ロイヤルメジャー 牝3鹿 52
51 ☆城戸 義政本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 450± 01：09．4 5．7�

24 スリーランディア 牝3鹿 52 岩田 康誠永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 422＋10 〃 クビ 4．6�

612 ペイシャマリヤ 牝4栗 55
54 ☆井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 462＋ 21：09．5クビ 17．2�

47 � 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 486＋ 2 〃 クビ 5．1�

12 ポルボローネ 牝5栗 55 吉田 隼人小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 442－ 21：09．6クビ 19．7�
611� エアオブザドラゴン 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 大江原 哲 英 Cheveley Park
Stud Ltd 510± 01：09．81
 44．1	

59 ショウナンアヴィド 牡4青鹿57 蛯名 正義
湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B486－ 21：10．01 5．7�
36 � ムーンドロップ 牡6鹿 57 横山 和生�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム B454＋ 4 〃 クビ 70．6�
35 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 488＋ 21：10．1
 18．7
816 アルマクレヨン 	5栗 57 K．ティータン コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内酒井牧場 494＋ 21：10．2クビ 34．0�

（香港）

714 レアドロップ 牝4芦 55 丸山 元気岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 462－ 21：10．62
 8．9�
510 アブソリュカフェ 牡6黒鹿57 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 B492＋12 〃 クビ 129．0�
48 � イ ズ モ 牡5栗 57

56 ☆小崎 綾也田畑 利彦氏 小崎 憲 米 Clearsky
Farms 468－ 21：10．7クビ 43．1�

23 インジャスティス 牡4鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 530＋ 81：11．01� 10．7�
713 ジ ュ ン ゲ ル 	4鹿 57

56 ☆木幡 初也幅田 昌伸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 450－ 41：11．31� 91．2�
815 アットザトップ 牡3栗 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 B466＋ 81：11．72
 58．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，783，100円 複勝： 34，941，000円 枠連： 10，378，000円
馬連： 40，683，900円 馬単： 19，030，200円 ワイド： 27，526，300円
3連複： 57，883，400円 3連単： 69，311，200円 計： 279，537，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 200円 � 520円 枠 連（1－2） 750円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，500円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 36，330円

票 数

単勝票数 計 197831 的中 � 27730（3番人気）
複勝票数 計 349410 的中 � 43882（4番人気）� 50852（3番人気）� 14430（8番人気）
枠連票数 計 103780 的中 （1－2） 10721（1番人気）
馬連票数 計 406839 的中 �� 26235（1番人気）
馬単票数 計 190302 的中 �� 5524（2番人気）
ワイド票数 計 275263 的中 �� 13365（2番人気）�� 4573（19番人気）�� 4006（23番人気）
3連複票数 計 578834 的中 ��� 5345（25番人気）
3連単票数 計 693112 的中 ��� 1383（96番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Red Ransom デビュー 2016．6．25 函館1着

2014．4．23生 牝3鹿 母 クリミナルコード 母母 ク ラ イ ム 10戦2勝 賞金 20，500，000円
〔制裁〕 ジュンゲル号の騎手木幡初也は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：16番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

20056 7月22日 曇 重 （29函館2）第5日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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

78 シゲルヒラマサ 牡4芦 57 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 482＋ 4 58．0 6．0�
66 トルシュローズ 牝4栗 55 国分 恭介�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 462＋ 4 58．21� 2．7�
33 ゼ セ ル 牡3鹿 54

51 ▲横山 武史杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 476± 0 〃 ハナ 2．7�
44 � ヴィクトリースノー 牝5芦 55

54 ☆井上 敏樹古賀 慎一氏 萱野 浩二 日高 大江牧場 B400－ 2 58．51� 124．5�
79 クラウンヴォルカン 牡4青 57 荻野 琢真矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 504－ 5 〃 ハナ 55．5�
22 ファーストオーサー 牡6黒鹿 57

56 ☆木幡 初也石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 478＋ 6 58．82 74．1	
55 � ラ フ ァ ー ガ 牝5青鹿55 黛 弘人岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 494＋ 4 58．9� 17．7

810� 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 516＋ 2 59．11� 6．3�

67 ハ ネ ト 牝4鹿 55
54 ☆小崎 綾也矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 464＋ 4 〃 クビ 107．3

811 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 B436＋ 2 59．2	 57．7�
11 セイウンアワード 牡5鹿 57 岩田 康誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B532± 0 59．51	 13．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，820，600円 複勝： 23，280，400円 枠連： 7，979，500円
馬連： 32，370，300円 馬単： 19，890，500円 ワイド： 20，157，800円
3連複： 45，253，700円 3連単： 80，808，300円 計： 250，561，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 150円 � 120円 � 120円 枠 連（6－7） 950円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 340円 �� 330円 �� 160円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 9，780円

票 数

単勝票数 計 208206 的中 � 27754（3番人気）
複勝票数 計 232804 的中 � 31834（4番人気）� 57246（1番人気）� 50992（2番人気）
枠連票数 計 79795 的中 （6－7） 6446（4番人気）
馬連票数 計 323703 的中 �� 21721（4番人気）
馬単票数 計 198905 的中 �� 5643（11番人気）
ワイド票数 計 201578 的中 �� 12896（5番人気）�� 13429（4番人気）�� 39569（1番人気）
3連複票数 計 452537 的中 ��� 38381（2番人気）
3連単票数 計 808083 的中 ��� 5990（29番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．4―34．7―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルヒラマサ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．8．30 新潟15着

2013．5．29生 牡4芦 母 クリアソウル 母母 キャトルセゾン 26戦3勝 賞金 35，850，000円



20057 7月22日 曇 稍重 （29函館2）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

710 タンタグローリア 牝3鹿 52 岩田 康誠�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 400± 02：00．5 4．5�

813 タガノアスワド 牝3黒鹿52 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 502－ 22：00．81� 3．5�

11 ゴージャスガール 牝5黒鹿55 藤岡 康太飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 460＋ 42：01．12 18．8�
56 � ダブルフラワー 牝5栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 500＋ 82：01．2� 13．2�
22 ジャポニカーラ 牝5黒鹿55 池添 謙一 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 416＋ 4 〃 クビ 13．1	
711 フライングレディ 牝4黒鹿55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434± 02：01．73 3．1

44 ヌーヴェルダンス 牝4鹿 55 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋182：01．8� 35．2�
45 ティーエスクライ 牝5芦 55

54 ☆坂井 瑠星田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 452＋ 42：02．11� 15．8�
812 スイートメモリーズ 牝4黒鹿55 吉田 隼人堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 三石ファーム 526＋12 〃 クビ 108．2
33 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 B460－ 42：02．52� 225．9�
57 レッドシルヴィ 牝4鹿 55 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454＋142：03．03 9．6�
68 オースミハナチャン 牝4栗 55 荻野 琢真�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 468－102：04．7大差 161．0�
69 � ケ ッ ト シ ー 牝4鹿 55

54 ☆井上 敏樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 470＋272：04．8� 214．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，738，900円 複勝： 35，822，400円 枠連： 10，566，700円
馬連： 44，626，800円 馬単： 24，237，700円 ワイド： 29，375，200円
3連複： 62，419，000円 3連単： 90，883，800円 計： 322，670，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 170円 � 360円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，230円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 16，720円

票 数

単勝票数 計 247389 的中 � 43888（3番人気）
複勝票数 計 358224 的中 � 52439（3番人気）� 62215（2番人気）� 20977（8番人気）
枠連票数 計 105667 的中 （7－8） 22736（1番人気）
馬連票数 計 446268 的中 �� 40510（3番人気）
馬単票数 計 242377 的中 �� 10845（4番人気）
ワイド票数 計 293752 的中 �� 21969（3番人気）�� 5784（18番人気）�� 6296（17番人気）
3連複票数 計 624190 的中 ��� 12618（13番人気）
3連単票数 計 908838 的中 ��� 3940（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．8―49．1―1：00．9―1：12．8―1：25．0―1：36．6―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タンタグローリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Stuka デビュー 2017．1．7 京都6着

2014．4．8生 牝3鹿 母 タンタスエルテ 母母 Trapial 4戦2勝 賞金 12，500，000円

20058 7月22日 曇 稍重 （29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，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

810 レジェンドセラー 牡3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514－ 62：41．7 3．0�
44 コールストーム 牡3鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 62：41．91� 7．7�
22 エクセレントミスズ 牡4鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 476＋142：42．11� 40．7�
79 トロピカルストーム 	4黒鹿57 北村 友一吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 2 〃 ハナ 4．4�
33 ストロングレヴィル 牡3黒鹿54 K．ティータン 村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 22：42．31� 3．3�
（香港）

55 コスモピクシス 牝4黒鹿55 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 4 〃 クビ 11．9

67 
 マコトガラハッド 	4鹿 57 吉田 隼人�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 480－ 22：42．61� 24．6�
66 レ レ オ ー ネ 牡5鹿 57 �島 克駿 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490－ 62：43．23 20．3�
11 レ オ ニ ー ズ 牡6鹿 57 蛯名 正義 	社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 22：43．41 20．6
811 ビクトリーミノル 牡5栗 57 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474－ 42：43．93 57．4�
78 トモジャハリーフ 牡4黒鹿57 丸山 元気吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 466＋ 2 〃 ハナ 79．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，694，300円 複勝： 40，167，800円 枠連： 10，762，900円
馬連： 57，395，900円 馬単： 29，283，700円 ワイド： 37，295，300円
3連複： 76，866，900円 3連単： 127，138，300円 計： 409，605，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 260円 � 740円 枠 連（4－8） 1，600円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，120円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 14，010円 3 連 単 ��� 49，000円

票 数

単勝票数 計 306943 的中 � 79706（1番人気）
複勝票数 計 401678 的中 � 78817（2番人気）� 39909（4番人気）� 10901（9番人気）
枠連票数 計 107629 的中 （4－8） 5202（6番人気）
馬連票数 計 573959 的中 �� 26714（5番人気）
馬単票数 計 292837 的中 �� 7945（9番人気）
ワイド票数 計 372953 的中 �� 14655（8番人気）�� 4434（23番人気）�� 3103（31番人気）
3連複票数 計 768669 的中 ��� 4112（48番人気）
3連単票数 計1271383 的中 ��� 1881（165番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―13．0―12．0―11．9―12．7―13．0―12．7―12．5―12．4―12．1―11．9―12．2

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�
13．0―25．3―38．3―50．3―1：02．2―1：14．9―1：27．9―1：40．6―1：53．1―2：05．5―2：17．6―2：29．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レジェンドセラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．12 東京2着

2014．3．14生 牡3鹿 母 トップセラー 母母 プロモーション 9戦2勝 賞金 35，634，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



20059 7月22日 曇 稍重 （29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，1，600万円以下，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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

11 アドマイヤゴッド 牡5鹿 57 K．ティータン 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496± 01：09．2 12．3�
（香港）

712 アルマエルナト �6栗 57 藤岡 佑介コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 452－10 〃 ハナ 34．7�
47 タマモブリリアン 牝4黒鹿55 C．ルメールタマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 474＋ 61：09．3	 2．4�
713 ナインテイルズ 牡6栗 57 岩田 康誠岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 478－ 2 〃 クビ 16．6�
23 センセーション 牝6鹿 55 菱田 裕二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B490＋ 81：09．4	 202．3�
59 モズハツコイ 牝6芦 55 北村 友一 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 474－ 21：09．5クビ 8．2	
22 スカイパッション 牝5栗 55 吉田 隼人小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 470＋ 41：09．6
 7．9

46 ラズールリッキー 牝4黒鹿55 四位 洋文岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 452＋ 6 〃 ハナ 12．6�
815 クリノコマチ 牝6栗 55 丹内 祐次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 458－ 21：09．7
 353．6�
58 � スズカアーサー 牡8鹿 57 丸山 元気永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 498－ 4 〃 アタマ 138．4
35 プレシャスエース 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 2 〃 アタマ 7．6�
610 ヴァイサーリッター 牡6芦 57 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：09．9	 136．9�
34 オデュッセウス 牡4鹿 57 坂井 瑠星ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 ハナ 9．6�
814 サザンライツ 牡6鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 506＋ 41：10．32
 17．5�
611 ウエスタンユーノー 牝6芦 55 横山 和生西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 498＋ 61：10．4クビ 39．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 60，348，300円 複勝： 96，066，900円 枠連： 36，356，200円
馬連： 187，358，800円 馬単： 80，225，900円 ワイド： 95，471，700円
3連複： 283，244，100円 3連単： 400，364，800円 計： 1，239，436，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 360円 � 620円 � 140円 枠 連（1－7） 4，330円

馬 連 �� 15，490円 馬 単 �� 32，800円

ワ イ ド �� 3，970円 �� 720円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 12，850円 3 連 単 ��� 125，160円

票 数

単勝票数 計 603483 的中 � 39224（6番人気）
複勝票数 計 960669 的中 � 57697（8番人気）� 29785（10番人気）� 264554（1番人気）
枠連票数 計 363562 的中 （1－7） 6494（18番人気）
馬連票数 計1873588 的中 �� 9371（43番人気）
馬単票数 計 802259 的中 �� 1834（93番人気）
ワイド票数 計 954717 的中 �� 5945（44番人気）�� 36060（7番人気）�� 15430（18番人気）
3連複票数 計2832441 的中 ��� 16520（41番人気）
3連単票数 計4003648 的中 ��� 2319（400番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―45．4―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤゴッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danzig デビュー 2014．7．27 札幌5着

2012．4．22生 牡5鹿 母 クレヴァリー 母母 Educated Risk 28戦5勝 賞金 88，813，000円
〔制裁〕 アドマイヤゴッド号の騎手K．ティータンは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

スカイパッション号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

20060 7月22日 曇 重 （29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，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

55 ハヤブサナンデダロ 牡3鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 522＋ 21：42．6 2．0�
79 ドラゴンシュバリエ 牡4芦 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 508－ 41：42．92 4．7�
810 ディアドナテロ 牡5黒鹿57 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B482± 01：43．11� 8．5�
78 プレシャスルージュ 	5黒鹿57 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：43．2
 9．5�
44 メイショウバッハ 牡4栗 57 藤岡 康太松本 好	氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 494－ 41：43．41� 5．9

11 ロックキャンディ 牝5黒鹿55 丸山 元気�Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 504－ 81：43．61
 19．7�
67 エンクエントロス 牡5鹿 57 丹内 祐次山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B500＋ 21：44．02
 12．9�
33 ポムフィリア 牝5鹿 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 小島牧場 472＋ 21：44．1� 54．1
66 � エイシンスペーシア 	6栗 57 黛 弘人岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 B454－ 41：44．84 119．6�
22 レンイングランド 牡5芦 57 蛯名 正義田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B526± 01：45．01� 94．1�
811� エリモジパング 牡7青鹿57 坂井 瑠星山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 474＋ 21：45．21 216．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，464，900円 複勝： 45，024，000円 枠連： 16，217，300円
馬連： 76，119，800円 馬単： 40，131，200円 ワイド： 45，853，900円
3連複： 98，961，200円 3連単： 176，493，300円 計： 538，265，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 170円 枠 連（5－7） 400円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 270円 �� 350円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 4，060円

票 数

単勝票数 計 394649 的中 � 151593（1番人気）
複勝票数 計 450240 的中 � 128044（1番人気）� 75014（2番人気）� 54811（4番人気）
枠連票数 計 162173 的中 （5－7） 31161（1番人気）
馬連票数 計 761198 的中 �� 98444（1番人気）
馬単票数 計 401312 的中 �� 33959（1番人気）
ワイド票数 計 458539 的中 �� 45867（2番人気）�� 33542（3番人気）�� 21081（7番人気）
3連複票数 計 989612 的中 ��� 52653（3番人気）
3連単票数 計1764933 的中 ��� 31448（4番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．8―12．2―12．0―12．1―12．2―12．1―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．7―41．9―53．9―1：06．0―1：18．2―1：30．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサナンデダロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2016．7．3 函館2着

2014．3．20生 牡3鹿 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 8戦3勝 賞金 36，174，000円
※レンイングランド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（29函館2）第5日 7月22日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 149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
2，530，000円
11，780，000円
1，210，000円
19，920，000円
59，963，000円
3，874，000円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
356，025，500円
567，684，300円
134，302，300円
627，582，700円
335，836，500円
393，241，600円
899，600，200円
1，418，509，000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 4，732，782，100円

総入場人員 4，294名 （有料入場人員 3，656名）
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