
17061 6月30日 小雨 稍重 （1函館1） 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

813 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 506＋ 41：10．0 1．7�

814 ヴェスターヴァルト 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 ハナ 4．9�
33 アーマーバローズ 牡2鹿 54 四位 洋文猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 454－ 41：10．74 7．6�
69 オ ー ヴ ァ ル 牡2黒鹿54 岩田 康誠島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 496－ 61：10．91 13．1�
11 サイモンベラーノ 牝2栗 54 大野 拓弥澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 456＋ 21：11．43 94．8	
712 ディーププレザント 牡2栗 54

53 ☆坂井 瑠星山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B488－ 4 〃 アタマ 22．8

22 アポロセイラン 牡2鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 448± 01：11．5クビ 13．1�
45 キ ク 牝2鹿 54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 豊洋牧場 450＋ 21：11．6� 44．0�
46 ゴラッソゴール 牡2鹿 54

51 ▲菅原 明良東海林貴大氏 武市 康男 新冠 松本 信行 460－ 21：11．81� 285．4
711 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 448＋ 2 〃 アタマ 274．3�
34 クールインパクト 牡2栗 54 吉田 隼人佐藤 範夫氏 西村 真幸 日高 ナカノファーム 500＋ 41：11．9クビ 80．5�
57 ソルトクリスタル 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 広田牧場 478＋ 61：12．85 283．3�
610 ハヤブサセクーシー 牝2栗 54 原田 和真武田 修氏 小桧山 悟 日高 シンボリ牧場 476－ 21：13．75 317．7�
58 インノバドール 牝2鹿 54 菱田 裕二ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 468＋101：16．7大差 31．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，676，900円 複勝： 48，815，900円 枠連： 10，231，700円
馬連： 45，692，600円 馬単： 28，683，700円 ワイド： 36，495，600円
3連複： 66，068，900円 3連単： 98，382，100円 計： 370，047，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（8－8） 520円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 240円 �� 190円 �� 470円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 2，540円

票 数

単勝票数 計 356769 的中 � 170533（1番人気）
複勝票数 計 488159 的中 � 214528（1番人気）� 69904（2番人気）� 61453（3番人気）
枠連票数 計 102317 的中 （8－8） 15060（2番人気）
馬連票数 計 456926 的中 �� 73706（1番人気）
馬単票数 計 286837 的中 �� 26435（2番人気）
ワイド票数 計 364956 的中 �� 39637（2番人気）�� 54089（1番人気）�� 16741（6番人気）
3連複票数 計 660689 的中 ��� 64108（1番人気）
3連単票数 計 983821 的中 ��� 28012（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―46．4―58．0

コーナー
通過順位

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

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 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハヤブサセクーシー号・インノバドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年7月31日まで平地競走に出走できない。

17062 6月30日 小雨 稍重 （1函館1） 第6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

68 シェルトファータ 牝3栗 54
51 ▲団野 大成水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 434＋10 59．4 5．0�

710 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 456＋ 21：00．03� 3．9�
79 カ ー ヴ ィ ー 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心ニッシンレーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 ハナ 19．8�
56 グラマラススカイ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁スリースターズレーシング 西橋 豊治 新冠 アラキフアーム 452± 01：00．74 22．1�
67 ドゥシャンパーニュ 牝3青鹿54 岩田 康誠大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 426－ 2 〃 クビ 2．5�
812 エ ラ ー ブ ル 牝3栗 54 荻野 極大塚 亮一氏 小崎 憲 浦河 ディアレスト

クラブ 460＋ 6 〃 ハナ 24．7	
11 ショウナンカンザシ 牝3黒鹿54 吉田 隼人国本 哲秀氏 大竹 正博 新冠 森永 聡 456＋ 41：00．91� 8．1

44 サンハンツビル 牝3黒鹿54 横山 和生 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社

ケイズ 458＋ 2 〃 クビ 52．3�
22 ビザージュミニョン 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史松尾 勝裕氏 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 460± 01：01．43 48．0�
811 マロンクルール 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 412＋ 21：01．5クビ 20．1

55 クリノドドンパ 牝3栗 54
51 ▲菅原 明良栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 坂本牧場 494＋ 61：01．71� 84．9�

33 パルセイティング 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 山下 恭茂 430± 01：01．8� 19．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，141，800円 複勝： 40，508，700円 枠連： 10，606，800円
馬連： 46，119，400円 馬単： 25，067，900円 ワイド： 39，131，000円
3連複： 66，300，200円 3連単： 90，280，700円 計： 345，156，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 220円 � 180円 � 460円 枠 連（6－7） 320円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，470円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 6，370円 3 連 単 ��� 29，590円

票 数

単勝票数 計 271418 的中 � 42925（3番人気）
複勝票数 計 405087 的中 � 48232（3番人気）� 70125（2番人気）� 18469（7番人気）
枠連票数 計 106068 的中 （6－7） 25514（1番人気）
馬連票数 計 461194 的中 �� 23529（4番人気）
馬単票数 計 250679 的中 �� 5870（10番人気）
ワイド票数 計 391310 的中 �� 16808（4番人気）�� 6661（18番人気）�� 7446（16番人気）
3連複票数 計 663002 的中 ��� 7802（20番人気）
3連単票数 計 902807 的中 ��� 2212（88番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―12．0―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．9―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シェルトファータ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2018．6．23 函館7着

2016．4．30生 牝3栗 母 セイントブルック 母母 Royal Brook 9戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ドゥシャンパーニュ号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）

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１回 函館競馬 第６日



17063 6月30日 曇 稍重 （1函館1） 第6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

45 マテラサンオウ 牡3黒鹿56 池添 謙一大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 452＋ 21：46．1 2．4�
11 バンクショット 牡3黒鹿56 藤岡 佑介吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B462＋ 21：46．84 2．2�
57 ベルウッドヒビキ 牡3鹿 56 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 山口 忠彦 472－121：47．01� 14．2�
711 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 B424± 01：47．1クビ 22．5�
22 カガストロング 牡3栗 56 岩田 康誠香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 B462－ 4 〃 ハナ 15．1�
610 スコルピウス �3黒鹿56 吉田 隼人飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 474－241：47．31� 24．9	
33 テンプテーション 牡3鹿 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場 476＋ 41：47．62 46．4

58 パリッシュブルー 牝3栗 54 川島 信二大野 富生氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 432± 01：48．23� 43．7�
813 エルラティオ 牡3青鹿 56

55 ☆富田 暁�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 61：49．15 138．1�

69 デ ア デ ビ ル 牡3鹿 56 木幡 初也日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B494± 01：49．2クビ 106．1�
712 イッツマイウェイ �3鹿 56

53 ▲団野 大成�フクキタル 西園 正都 新冠 パカパカ
ファーム B468－ 21：49．3� 150．7�

814 ヘルニーニョアキラ 牡3鹿 56 丹内 祐次 Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 新ひだか 高橋 義浩 B472± 01：49．51� 10．8�

34 ユアーズトゥルーリ 牡3鹿 56
53 ▲亀田 温心ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 514－301：49．71� 41．2�

46 フッカツノジュモン 牡3黒鹿 56
53 ▲菅原 明良薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 486－ 81：49．91� 220．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，836，000円 複勝： 38，135，200円 枠連： 10，475，100円
馬連： 40，282，300円 馬単： 24，533，800円 ワイド： 35，084，800円
3連複： 60，462，800円 3連単： 79，537，500円 計： 317，347，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 230円 枠 連（1－4） 300円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 150円 �� 400円 �� 530円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 3，480円

票 数

単勝票数 計 288360 的中 � 93693（2番人気）
複勝票数 計 381352 的中 � 120832（1番人気）� 104595（2番人気）� 23391（6番人気）
枠連票数 計 104751 的中 （1－4） 26909（1番人気）
馬連票数 計 402823 的中 �� 109911（1番人気）
馬単票数 計 245338 的中 �� 34440（2番人気）
ワイド票数 計 350848 的中 �� 80333（1番人気）�� 18987（4番人気）�� 13482（8番人気）
3連複票数 計 604628 的中 ��� 45353（3番人気）
3連単票数 計 795375 的中 ��� 16524（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．0―42．7―55．2―1：07．7―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マテラサンオウ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．11．4 京都8着

2016．5．23生 牡3黒鹿 母 リアライズノユメ 母母 ジョウノカトリーヌ 8戦1勝 賞金 10，350，000円
〔3走成績による出走制限〕 フッカツノジュモン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月31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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アポロノワキザシ号・スキンズマッチ号・ペイシャマキアージ号

17064 6月30日 曇 稍重 （1函館1） 第6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

612� エターナルブレイズ 牝3鹿 54 C．ルメール�レッドマジック金成 貴史 愛
Ecurie Des Mon-
ceaux & Sky-
marc Farm Inc

474± 01：10．2 5．4�
816 メイショウウチデ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 456－ 4 〃 クビ 4．2�
11 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 450＋ 81：10．41� 114．8�

59 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 442＋ 4 〃 ハナ 6．1�
713 ウインカーマイン 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 436＋161：10．5	 35．1	
510 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 436－18 〃 ハナ 17．8

35 クリノショウグン 牡3黒鹿56 古川 吉洋栗本 博晴氏 坂口 智康 浦河 中村 雅明 488－ 41：10．6
 33．0�
12 � ブライトンテソーロ 牡3黒鹿56 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 英 Merry Fox
Stud Limited 472＋ 2 〃 ハナ 4．0�

24 ウインクルマリヒメ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁�有能 高橋 亮 日高 竹島 幸治 410＋ 81：10．81� 45．0
611� デルマカトリーナ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson
Stud, Inc. 434＋ 41：10．9	 13．5�

23 � チ ル ノ 牝3芦 54 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 英 Ecurie La
Vallee Martigny 412± 01：11．1	 6．3�

815 スプリングハズカム 牝3青鹿54 菱田 裕二�和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム 514－ 21：11．95 172．9�
48 ケンアンドランス 牡3鹿 56 柴山 雄一岡田 壮史氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 500＋14 〃 ハナ 244．1�
36 ファイティングマン 牡3鹿 56 藤岡 佑介�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－101：12．11
 44．1�
714 ブランダード 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太簗詰 貴彦氏 本間 忍 日高 ヤナガワ牧場 372＋ 41：12．84 137．1�
47 キョウエイシンシア 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 中田 英樹 422± 0 （競走中止） 199．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，673，000円 複勝： 44，339，800円 枠連： 12，025，900円
馬連： 48，576，700円 馬単： 23，826，300円 ワイド： 37，926，400円
3連複： 66，093，500円 3連単： 74，957，200円 計： 339，418，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 240円 � 170円 � 2，000円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 570円 �� 10，370円 �� 7，080円

3 連 複 ��� 53，530円 3 連 単 ��� 194，780円

票 数

単勝票数 計 316730 的中 � 46155（3番人気）
複勝票数 計 443398 的中 � 50431（5番人気）� 83258（1番人気）� 4234（12番人気）
枠連票数 計 120259 的中 （6－8） 11810（1番人気）
馬連票数 計 485767 的中 �� 21775（7番人気）
馬単票数 計 238263 的中 �� 4784（14番人気）
ワイド票数 計 379264 的中 �� 18780（4番人気）�� 899（61番人気）�� 1321（52番人気）
3連複票数 計 660935 的中 ��� 926（129番人気）
3連単票数 計 749572 的中 ��� 279（545番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．7―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．5―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．4
3 ・（1，12）（9，16）（3，2）4，15（5，7，10，13）－11，6，14，8 4 ・（1，12）9（2，16）3（4，13）5，10－15－11－（6，14）－8

勝馬の
紹 介

�エターナルブレイズ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Hurricane Run デビュー 2018．11．10 東京2着

2016．2．7生 牝3鹿 母 Game Zone 母母 Go Lovely Rose 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 キョウエイシンシア号は，3コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 キョウエイシンシア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キョウエイシンシア号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年7月31日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 スプリングハズカム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月31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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セイウンシェリー号
（非抽選馬） 1頭 トウケイココノエ号



17065 6月30日 小雨 稍重 （1函館1） 第6日 第5競走 ��
��1，200�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
1：09．2
1：07．8

良
良

66 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 454 ―1：11．4 3．2�
33 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 464 ―1：11．5� 1．8�
44 カ ミ ー ノ 牡2鹿 54 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 484 ―1：11．6� 8．1�
22 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 ―1：11．92 6．1�
55 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 442 ―1：12．75 42．2�
11 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 434 ―1：14．8大差 20．7	

（6頭）

売 得 金
単勝： 38，527，000円 複勝： 22，539，500円 枠連： 発売なし
馬連： 30，801，000円 馬単： 26，909，700円 ワイド： 18，421，000円
3連複： 34，581，600円 3連単： 126，071，700円 計： 297，851，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 140円 �� 230円 �� 170円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 2，540円

票 数

単勝票数 計 385270 的中 � 97498（2番人気）
複勝票数 計 225395 的中 � 63976（2番人気）� 74888（1番人気）
馬連票数 計 308010 的中 �� 79097（1番人気）
馬単票数 計 269097 的中 �� 27566（3番人気）
ワイド票数 計 184210 的中 �� 39089（1番人気）�� 16402（5番人気）�� 27576（2番人気）
3連複票数 計 345816 的中 ��� 51699（2番人気）
3連単票数 計1260717 的中 ��� 35862（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．8―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―35．9―47．8―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーサンティラノ 

�
父 ローレルゲレイロ 


�
母父 ブラックホーク 初出走

2017．6．4生 牡2黒鹿 母 ブラックウィッチ 母母 キョウワジュテーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17066 6月30日 小雨 稍重 （1函館1） 第6日 第6競走 ��
��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 ハーツイストワール 牡3黒鹿56 C．ルメール 嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：02．7 1．6�
33 エクスプローシブ 牡3栗 56 岩田 康誠 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 2 〃 クビ 3．3�
78 ブルーノバローズ 牡3鹿 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 468－ 62：02．8� 10．8�
67 � シードラゴン 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁吉田 千津氏 吉村 圭司 仏 Haras De Sainte
Gauburge 432＋ 82：03．33 43．3�

810 ゼ ッ ト レ オ 牡3栗 56 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 432－ 22：03．51	 13．5�
811 ケンブリッジウルス 牡3青鹿56 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 474－ 22：04．13
 85．4	
66 ラ テ ル ネ ラ 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良一村 哲也氏 高木 登 日高 高山牧場 434－ 22：04．31 136．2

22 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 B482－ 22：04．72
 120．3�
55 � マレキアーレ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 池添 学 米 Dixiana

Farms LLC B488± 02：05．44 7．9
44 グランジェット 牡3鹿 56 吉田 隼人間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 猪野毛牧場 B460－ 62：05．82
 75．4�
79 アシタノカゼ 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 476＋ 62：05．9クビ 103．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 29，358，000円 複勝： 83，968，800円 枠連： 8，484，800円
馬連： 39，665，000円 馬単： 29，098，200円 ワイド： 28，329，900円
3連複： 55，889，700円 3連単： 120，975，600円 計： 395，770，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（1－3） 220円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 130円 �� 290円 �� 340円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 1，400円

票 数

単勝票数 計 293580 的中 � 138317（1番人気）
複勝票数 計 839688 的中 � 601415（1番人気）� 94440（2番人気）� 33521（5番人気）
枠連票数 計 84848 的中 （1－3） 29347（1番人気）
馬連票数 計 396650 的中 �� 135412（1番人気）
馬単票数 計 290982 的中 �� 68431（1番人気）
ワイド票数 計 283299 的中 �� 80573（1番人気）�� 19619（4番人気）�� 16273（6番人気）
3連複票数 計 558897 的中 ��� 72087（2番人気）
3連単票数 計1209756 的中 ��� 62260（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―11．8―12．8―12．5―12．8―12．6―12．5―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―22．9―34．7―47．5―1：00．0―1：12．8―1：25．4―1：37．9―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハーツイストワール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2019．4．28 東京2着

2016．2．18生 牡3黒鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 3戦1勝 賞金 9，000，000円
〔騎手変更〕 アシタノカゼ号の騎手坂井瑠星は，第4競走での落馬負傷のため横山武史に変更。



17067 6月30日 小雨 稍重 （1函館1） 第6日 第7競走 ��
��1，000�3歳以上1勝クラス

発走13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
57．7
56．9

重
重

22 クールティアラ 牝3鹿 52 丹内 祐次川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 B470＋ 2 58．5 2．9�
68 ノボシュンシュン 牝3栗 52 荻野 極�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 448－ 4 〃 ハナ 8．0�
812 ダノンチャンス �5鹿 57

56 ☆横山 武史�ダノックス 田中 博康 日高 下河辺牧場 B508＋ 6 58．92	 2．7�
11 
 セイウンコービー 牡3鹿 54 岩田 康誠西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 524＋ 2 59．11� 37．4�
44 ラガーユミリン 牝5鹿 55 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 460－ 4 59．31� 30．2�
56 タイキラメール 牡6栗 57 荻野 琢真	大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 476± 0 59．51� 10．0

55 ハクサンウェーブ 牡3青鹿54 菱田 裕二河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 462± 0 〃 ハナ 19．1�
67 ゴールドタンバリン 牝4栗 55

52 ▲菅原 明良吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 432－ 6 59．6	 17．9�
811 スマートモリガン 牝3青鹿 52

49 ▲亀田 温心大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 472＋ 6 59．7	 7．9
79 セイウンアワード 牡7鹿 57 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B540－121：00．55 127．0�
33 ディアバビアナ 牝4栗 55 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B482－ 41：01．67 76．0�
710 ヤマチョウヴォイス 牡3黒鹿54 石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 442＋ 81：02．02	 95．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，129，600円 複勝： 41，862，700円 枠連： 11，622，600円
馬連： 47，656，000円 馬単： 27，158，100円 ワイド： 38，837，000円
3連複： 65，080，400円 3連単： 101，759，900円 計： 369，106，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 190円 � 120円 枠 連（2－6） 930円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 600円 �� 180円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 8，800円

票 数

単勝票数 計 351296 的中 � 96486（2番人気）
複勝票数 計 418627 的中 � 98468（2番人気）� 41659（5番人気）� 98805（1番人気）
枠連票数 計 116226 的中 （2－6） 9641（5番人気）
馬連票数 計 476560 的中 �� 21610（7番人気）
馬単票数 計 271581 的中 �� 7727（8番人気）
ワイド票数 計 388370 的中 �� 14251（7番人気）�� 70143（1番人気）�� 14363（6番人気）
3連複票数 計 650804 的中 ��� 34949（3番人気）
3連単票数 計1017599 的中 ��� 8383（16番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―33．9―45．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クールティアラ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2018．10．28 新潟2着

2016．3．25生 牝3鹿 母 クールユリア 母母 レディピーチ 8戦2勝 賞金 20，600，000円
〔発走状況〕 クールティアラ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 クールティアラ号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カレンエクスカリバ号・キンゲショウ号・サノノショウグン号・ダイメイサツキ号

17068 6月30日 小雨 稍重 （1函館1） 第6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）

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

22 ヘ ニ ッ ヒ �3黒鹿54 荻野 極小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 B466＋ 21：45．7 44．8�
56 シンコーマーチャン 牡5鹿 57

54 ▲菅原 明良豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B496± 0 〃 クビ 11．5�
79 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 480－ 4 〃 アタマ 3．0�
11 � ディープスピリッツ 牡5鹿 57 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 458＋ 21：45．9� 17．6�
33 ウインメテオーラ �3栗 54 丹内 祐次�ウイン 金成 貴史 新ひだか 原 弘之 442－ 3 〃 クビ 5．6�
812 サトノクライム 牡3鹿 54 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474－141：46．53	 2．8	
55 ネ コ マ ヒ カ 牡4栗 57

56 ☆富田 暁節 英司氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 524＋ 21：46．92	 95．4

811 カ ナ メ 牡4青鹿57 柴山 雄一玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B538－ 81：47．11
 39．3�
710 スズカブランコ 牡3栗 54

53 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 450＋ 61：47．2クビ 47．6�
68 オープンザウェイ �7栗 57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 菊川 正達 日高 沖田牧場 B468＋ 2 〃 アタマ 52．3
44 � ア オ テ ン 牡6鹿 57 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 494－221：47．3	 8．1�
67 イラプション �4鹿 57 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 B534－ 21：48．47 27．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，435，300円 複勝： 31，693，100円 枠連： 8，592，200円
馬連： 45，244，400円 馬単： 23，576，100円 ワイド： 33，492，400円
3連複： 61，771，300円 3連単： 90，363，000円 計： 325，167，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，480円 複 勝 � 860円 � 280円 � 140円 枠 連（2－5） 15，060円

馬 連 �� 22，820円 馬 単 �� 53，090円

ワ イ ド �� 4，690円 �� 1，830円 �� 530円

3 連 複 ��� 19，270円 3 連 単 ��� 248，150円

票 数

単勝票数 計 304353 的中 � 5423（9番人気）
複勝票数 計 316931 的中 � 6804（11番人気）� 26238（5番人気）� 82759（1番人気）
枠連票数 計 85922 的中 （2－5） 442（27番人気）
馬連票数 計 452444 的中 �� 1536（43番人気）
馬単票数 計 235761 的中 �� 333（92番人気）
ワイド票数 計 334924 的中 �� 1740（40番人気）�� 4557（21番人気）�� 17727（5番人気）
3連複票数 計 617713 的中 ��� 2403（61番人気）
3連単票数 計 903630 的中 ��� 264（521番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．5―12．3―12．5―12．5―12．9―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．4―41．7―54．2―1：06．7―1：19．6―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
3，6－（1，2）－4－10－5（8，12）9，7－11
3（1，6）（2，7）（10，12）（8，9）4，5－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヘ ニ ッ ヒ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2018．9．2 新潟6着

2016．2．12生 �3黒鹿 母 ルナースフィア 母母 ルナオーキッド 8戦2勝 賞金 13，000，000円
〔制裁〕 リョウランヒーロー号の騎手横山武史は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



17069 6月30日 小雨 稍重 （1函館1） 第6日 第9競走 ��2，600�3歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳53�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
2：37．3
2：37．3

良
良

811 コロンバスデイ 牝4鹿 55 C．ルメール �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 468＋ 22：42．1 3．8�
55 ラヴィンジャー 牝3黒鹿51 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 424－ 62：42．31� 5．8�
810 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－ 2 〃 アタマ 22．5�
33 マコトジュズマル 牡3栗 53 岩田 康誠�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 3．6�
11 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 B472＋ 4 〃 クビ 14．9	
67 エスピリトゥオーゾ 牡5栗 57

56 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 462－ 6 〃 ハナ 14．6

22 タニノドラマ 牡3鹿 53 池添 謙一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 428＋ 42：42．51� 5．4�
66 イルジオーネ 牝3鹿 52

49 ▲菅原 明良 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：42．6	 18．3�
78 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 476－ 62：42．7クビ 40．4
44 ラブリロンリロンス 牡3黒鹿 53

50 ▲団野 大成熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 22：43．97 38．4�
79 ミレフォリウム 牝4鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：44．53
 13．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，953，000円 複勝： 44，343，700円 枠連： 10，218，800円
馬連： 50，812，000円 馬単： 26，155，700円 ワイド： 39，620，000円
3連複： 69，734，100円 3連単： 101，269，000円 計： 376，106，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 180円 � 700円 枠 連（5－8） 890円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，550円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 10，410円 3 連 単 ��� 50，800円

票 数

単勝票数 計 339530 的中 � 70934（2番人気）
複勝票数 計 443437 的中 � 86655（1番人気）� 68077（3番人気）� 11851（10番人気）
枠連票数 計 102188 的中 （5－8） 8871（2番人気）
馬連票数 計 508120 的中 �� 32572（5番人気）
馬単票数 計 261557 的中 �� 9248（7番人気）
ワイド票数 計 396200 的中 �� 25784（3番人気）�� 6320（21番人気）�� 3727（35番人気）
3連複票数 計 697341 的中 ��� 5022（39番人気）
3連単票数 計1012690 的中 ��� 1445（185番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．3―12．5―12．3―13．2―12．9―12．8―12．2―12．3―12．3―12．3―12．8

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�
12．9―24．2―36．5―49．0―1：01．3―1：14．5―1：27．4―1：40．2―1：52．4―2：04．7―2：17．0―2：29．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コロンバスデイ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．10．14 東京3着

2015．4．6生 牝4鹿 母 コロンバスサークル 母母 マンハッタンフィズ 17戦2勝 賞金 29，200，000円

17070 6月30日 曇 稍重 （1函館1） 第6日 第10競走 ��
��1，700�

ひ や ま

檜 山 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．6．30以降1．6．23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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

45 � メイクハッピー 牝3鹿 51 大野 拓弥吉田 和子氏 新開 幸一 米 Reddam
Racing, LLC 480± 01：46．1 2．4�

813 フクノグリュック 牡7鹿 54 丹内 祐次福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社
ケイズ B514± 0 〃 クビ 46．9�

69 メイショウイッポン 牡5鹿 54 柴山 雄一松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 496± 0 〃 ハナ 28．8�
712 リヴァイバル 牝6栗 51 菱田 裕二杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 506＋101：46．52� 41．9�
34 	 カレンジラソーレ 牡6栗 54 富田 暁鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 486－ 21：46．6クビ 21．8�
33 パイロキネシスト 牡7黒鹿55 藤岡 佑介平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B494－ 2 〃 ハナ 7．9�
58 キングラディウス 牡6栗 51 原田 和真菅原 広隆氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 B478＋ 6 〃 クビ 107．4	
814 メイショウテンシャ 牡5芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 472－ 21：46．7クビ 6．7

711 ク ー リ ュ 牝5鹿 52 横山 和生ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 484± 01：46．8� 11．3�
57 マーガレットスカイ 牝4黒鹿52 横山 武史迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 B500± 0 〃 ハナ 4．8
46 セイリスペクト 牡4黒鹿54 国分 恭介金田 成基氏 長谷川浩大 日高 庄野牧場 B480＋ 41：47．22� 10．9�
11 サンローレンス 牝4青鹿51 古川 吉洋 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 452＋ 81：47．73 88．0�
22 プリエンプト 牝5栗 51 菅原 明良 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 492＋121：47．91
 55．7�
610	 トニーファイブ �4黒鹿53 岩田 康誠トニー倶楽部 森 秀行 新ひだか 静内山田牧場 436＋ 21：49．28 70．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，902，500円 複勝： 48，199，300円 枠連： 19，763，600円
馬連： 78，522，200円 馬単： 36，731，400円 ワイド： 52，219，800円
3連複： 108，226，600円 3連単： 150，713，400円 計： 535，278，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 890円 � 680円 枠 連（4－8） 550円

馬 連 �� 5，300円 馬 単 �� 6，900円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，140円 �� 9，530円

3 連 複 ��� 24，800円 3 連 単 ��� 112，290円

票 数

単勝票数 計 409025 的中 � 135317（1番人気）
複勝票数 計 481993 的中 � 125628（1番人気）� 10821（10番人気）� 14500（8番人気）
枠連票数 計 197636 的中 （4－8） 27761（1番人気）
馬連票数 計 785222 的中 �� 11461（17番人気）
馬単票数 計 367314 的中 �� 3988（25番人気）
ワイド票数 計 522198 的中 �� 7511（19番人気）�� 12092（14番人気）�� 1369（65番人気）
3連複票数 計1082266 的中 ��� 3272（76番人気）
3連単票数 計1507134 的中 ��� 973（310番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．6―12．3―12．5―12．3―12．8―13．2―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．3―41．6―54．1―1：06．4―1：19．2―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．7
1
3
2（5，11）（6，12）10（8，7）－（1，9）－（3，14）4－13・（2，5，11，12）（6，9，7）（8，10，3）14，4（1，13）

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

勝馬の
紹 介

�メイクハッピー �
�
父 Square Eddie �

�
母父 Ten Most Wanted デビュー 2018．10．7 東京1着

2016．1．7生 牝3鹿 母 Silar Rules 母母 Morning Meadow 5戦3勝 賞金 34，451，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 サンローレンス号の騎手坂井瑠星は，第4競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。



17071 6月30日 曇 稍重 （1函館1） 第6日 第11競走 ��
��1，800�

ともえ

巴 賞
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
1：45．7
1：43．9

良
良

11 スズカデヴィアス 牡8黒鹿59 勝浦 正樹永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 512－101：47．4 51．9�
713 ナイトオブナイツ 牡6栗 57 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 クビ 9．5�
612 カ デ ナ 牡5鹿 56 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 484＋ 81：47．5	 19．4�
47 アストラエンブレム 
6鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 476－ 21：47．6	 3．0�
48 ドレッドノータス 
6栗 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：47．7	 36．2	
815 アーバンキッド 牡6鹿 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：48．12	 30．5

611 アメリカズカップ 牡5黒鹿56 岩田 康誠谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 ハナ 16．8�
23 ジョルジュサンク 牡6栗 56 石川裕紀人 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 532± 01：48．2	 151．6�
35 マイスタイル 牡5鹿 58 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 B470＋161：48．41� 5．8
816 ウインファビラス 牝6芦 54 横山 武史�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 41：48．5	 53．2�
59 マイネルサージュ 牡7鹿 58 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞湖 レイクヴィラファーム 510＋ 81：48．6	 84．2�
24 マイネルファンロン 牡4青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 470± 01：48．7	 10．7�
36 ガ ン コ 牡6青鹿59 四位 洋文杉澤 光雄氏 武 英智 新ひだか 前谷 武志 508－ 21：49．02 47．8�
12 カルヴァリオ 
6鹿 56 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 6 〃 ハナ 11．9�
714 ファストアプローチ 
4栗 56 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 548＋ 41：51．2大差 15．4�
510 サトノフェイバー 牡4黒鹿56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 510－ 21：51．41� 6．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，882，600円 複勝： 105，201，000円 枠連： 55，102，900円
馬連： 254，240，400円 馬単： 96，757，100円 ワイド： 143，478，900円
3連複： 414，064，600円 3連単： 498，686，000円 計： 1，656，413，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，190円 複 勝 � 1，410円 � 290円 � 580円 枠 連（1－7） 3，710円

馬 連 �� 31，190円 馬 単 �� 69，970円

ワ イ ド �� 7，220円 �� 10，210円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 146，830円 3 連 単 ��� 1，406，790円

票 数

単勝票数 計 888826 的中 � 13678（13番人気）
複勝票数 計1052010 的中 � 17521（13番人気）� 110286（4番人気）� 46450（9番人気）
枠連票数 計 551029 的中 （1－7） 11486（19番人気）
馬連票数 計2542404 的中 �� 6317（71番人気）
馬単票数 計 967571 的中 �� 1037（155番人気）
ワイド票数 計1434789 的中 �� 5098（68番人気）�� 3597（82番人気）�� 15034（30番人気）
3連複票数 計4140646 的中 ��� 2115（305番人気）
3連単票数 計4986860 的中 ��� 257（2161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．0―34．9―47．2―59．1―1：11．0―1：23．2―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．4
1
3

・（10，14）5（2，16）4，6，15（7，11）－（3，8，13）－12，1，9・（10，14，11）（5，16，6）（4，15）（2，7）（8，13）3（12，1）9
2
4
10，14（5，16）（2，4）（7，6）15（3，11）（8，13）－12－1，9・（10，11）（14，6，15）（5，4，16）（7，13）（2，8）（3，1）12，9

勝馬の
紹 介

スズカデヴィアス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．6 京都7着

2011．5．8生 牡8黒鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 39戦6勝 賞金 245，340，000円
〔騎手変更〕 ドレッドノータス号の騎手坂井瑠星は，第4競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。
〔その他〕 サトノフェイバー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サトノフェイバー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年7月31日まで出走できない。
※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 ベルキャニオン号

17072 6月30日 曇 稍重 （1函館1） 第6日 第12競走 ��1，200�道新スポーツ杯
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
北海道新聞HotMedia道新スポーツ賞（1着）

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

58 ジョーマンデリン 牝3芦 52 池添 謙一上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 482＋ 61：09．5 3．3�
69 メイラヴェル 牝4鹿 55 C．ルメール 千明牧場 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450－ 41：09．71� 4．0�
610 ア リ ン ナ 牝5鹿 55 大野 拓弥 �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 438＋12 〃 クビ 26．8�
712 イサチルルンルン 牝4鹿 55 国分 恭介小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B458－ 21：09．8クビ 17．4�
711 クインズチャパラ 牝4鹿 55 藤岡 佑介亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 B446－10 〃 ハナ 12．5�
22 オ フ ク ヒ メ 牝6黒鹿55 岩田 康誠山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 462－ 61：10．01� 8．1	
11 ア リ ア 牝4栗 55 吉田 隼人樋口 稔氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 4 〃 クビ 9．0

814 ハ ウ ナ ニ 牝4白 55 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490－ 61：10．1� 18．9�
33 ポップシンガー 牝5鹿 55 横山 武史村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 460＋ 8 〃 ハナ 17．5
34 ロイヤルメジャー 牝5鹿 55 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 454－ 41：10．31� 18．2�
813 ラブローレル 牝7青鹿55 古川 吉洋増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 430± 0 〃 クビ 126．3�
57 オーパキャマラード 牝3黒鹿52 荻野 極�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 482± 01：10．4クビ 12．5�
46 モルフェオルフェ 牝4鹿 55 黛 弘人並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 430＋ 21：10．5� 48．7�
45 サラデコラシオン 牝5栗 55 丹内 祐次川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 446＋ 81：10．6� 43．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 70，463，100円 複勝： 93，287，200円 枠連： 32，912，800円
馬連： 140，035，400円 馬単： 55，726，200円 ワイド： 105，820，500円
3連複： 206，491，800円 3連単： 258，806，000円 計： 963，543，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 170円 � 480円 枠 連（5－6） 530円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，830円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 7，040円 3 連 単 ��� 23，410円

票 数

単勝票数 計 704631 的中 � 170396（1番人気）
複勝票数 計 932872 的中 � 195196（1番人気）� 157254（2番人気）� 35789（10番人気）
枠連票数 計 329128 的中 （5－6） 48046（1番人気）
馬連票数 計1400354 的中 �� 146057（1番人気）
馬単票数 計 557262 的中 �� 27040（1番人気）
ワイド票数 計1058205 的中 �� 91369（1番人気）�� 13795（25番人気）�� 13140（27番人気）
3連複票数 計2064918 的中 ��� 21982（17番人気）
3連単票数 計2588060 的中 ��� 8012（39番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―45．7―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 6（4，8）（3，14）（1，5，10）（2，7，11）（9，13）12 4 6（4，8）（3，14）（1，5，10）（2，11）（7，9，13）12

勝馬の
紹 介

ジョーマンデリン �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2018．11．10 東京1着

2016．5．3生 牝3芦 母 ジョーアラマート 母母 タイキフレグランス 4戦3勝 賞金 29，808，000円
〔騎手変更〕 オフクヒメ号の騎手坂井瑠星は，第4競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。

３レース目



（1函館1）第6日 6月30日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 152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

206，700，000円
2，590，000円
17，380，000円
1，370，000円
21，330，000円
63，607，000円
3，952，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
490，978，800円
642，894，900円
190，037，200円
867，647，400円
424，224，200円
608，857，300円
1，274，765，500円
1，791，802，100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 6，291，207，400円

総入場人員 6，757名 （有料入場人員 3，992名）



令和1年度 第1回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 860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

1，161，020，000円
20，460，000円
102，760，000円
7，840，000円
121，810，000円
354，245，000円
22，479，000円
8，256，000円

勝馬投票券売得金
2，469，626，000円
3，252，379，100円
901，050，600円
4，285，817，900円
2，260，790，300円
2，931，922，600円
5，946，991，700円
9，499，102，000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 31，547，680，200円

総入場延人員 42，118名 （有料入場延人員 26，268名）
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