
20001 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （芝・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
1：09．2
1：07．8

良
良

88 ケープコッド 牝2黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458± 01：09．9 1．1�

44 ディーズギャラント 牝2栗 54 的場 勇人秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440－ 41：10．85 115．8�
77 オニンギョウサン 牝2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 424－ 41：10．9� 27．6�
33 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± 0 〃 クビ 38．4�
11 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 394＋ 21：11．21� 14．7	
66 エクスチェンジ 牝2栗 54

51 ▲亀田 温心宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 454－ 21：11．3� 62．1

55 ダンツシルビア 牝2黒鹿54 岩田 康誠山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 446± 01：11．61� 5．6�
22 ハートフルシーン 牝2栗 54 加藤 祥太程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 414± 01：12．34 101．1�
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売 得 金
単勝： 34，283，900円 複勝： 89，123，200円 枠連： 発売なし
馬連： 34，210，600円 馬単： 30，364，200円 ワイド： 27，111，600円
3連複： 36，336，500円 3連単： 120，384，100円 計： 371，814，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 1，420円 � 270円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 7，200円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 410円 �� 11，530円

3 連 複 ��� 16，530円 3 連 単 ��� 52，990円

票 数

単勝票数 計 342839 的中 � 243872（1番人気）
複勝票数 計 891232 的中 � 711089（1番人気）� 3081（8番人気）� 21324（4番人気）
馬連票数 計 342106 的中 �� 3679（11番人気）
馬単票数 計 303642 的中 �� 2980（12番人気）
ワイド票数 計 271116 的中 �� 2444（14番人気）�� 18896（3番人気）�� 562（24番人気）
3連複票数 計 363365 的中 ��� 1648（23番人気）
3連単票数 計1203841 的中 ��� 1647（76番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．0―11．6―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．1―45．7―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケープコッド 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Elusive Quality デビュー 2019．6．23 函館2着

2017．3．14生 牝2黒鹿 母 ハーロンベイ 母母 コージーベイ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

20002 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時25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

66 ジューンバラード 牝3青鹿54 武 豊吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 432＋ 61：47．4 6．1�
55 アルファムーン 牡3栗 56 丹内 祐次�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 518＋ 2 〃 ハナ 10．9�
78 ディアマキニスタ 牡3青鹿56 岩田 康誠ディアレストクラブ� 新開 幸一 むかわ 市川牧場 458＋ 41：47．82� 2．0�
11 オウケンスターマン 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 B480＋ 41：48．11� 21．5�
79 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 460＋ 61：48．41� 49．9�
810 シャンタンエドゥー 牝3栗 54 C．ルメール�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 41：48．61� 3．0	
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 B466－ 61：48．81� 93．4

67 カシノヴィオレ 牝3栗 54 木幡 初也柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 原口牧場 438＋ 81：49．01 13．9�
44 トキノミドリ �3鹿 56 横山 和生岡田 勇氏 土田 稔 新ひだか 久米 和夫 504＋ 81：49．42� 93．3�
33 ゴールドエンプレス 牝3青鹿 54

53 ☆横山 武史居城 寿与氏 中川 公成 浦河 酒井牧場 B474± 01：49．71� 34．4
811 シュリュッセル 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 B500＋ 41：49．91 244．1�
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売 得 金
単勝： 22，766，300円 複勝： 42，981，800円 枠連： 6，808，200円
馬連： 35，951，200円 馬単： 21，783，500円 ワイド： 29，253，800円
3連複： 50，518，200円 3連単： 78，088，000円 計： 288，151，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 160円 � 170円 � 110円 枠 連（5－6） 1，650円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 730円 �� 260円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 13，220円

票 数

単勝票数 計 227663 的中 � 29547（3番人気）
複勝票数 計 429818 的中 � 41887（3番人気）� 37275（4番人気）� 220569（1番人気）
枠連票数 計 68082 的中 （5－6） 3192（6番人気）
馬連票数 計 359512 的中 �� 9818（9番人気）
馬単票数 計 217835 的中 �� 3034（19番人気）
ワイド票数 計 292538 的中 �� 9064（10番人気）�� 32622（2番人気）�� 19325（4番人気）
3連複票数 計 505182 的中 ��� 26871（5番人気）
3連単票数 計 780880 的中 ��� 4281（41番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―31．1―43．9―56．5―1：08．9―1：21．4―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジューンバラード �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Empire Maker デビュー 2018．9．29 中山15着

2016．4．28生 牝3青鹿 母 エアベルヘザー 母母 Macarena Macarena 12戦1勝 賞金 13，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 トキノミドリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月6日まで平地競走に出走できない。

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１日



20003 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1日 第3競走 ��2，000�3歳未勝利
発走10時55分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

55 ミラーミラー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 410＋122：02．5 7．2�
67 ホウオウヒミコ 牝3黒鹿54 C．ルメール 小笹 芳央氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 448－ 42：02．6� 1．7�
710 レンジャーガール 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁戸賀 智子氏 河内 洋 日高 Shall Farm 448＋ 2 〃 ハナ 14．7�
811 アキノコマチ 牝3鹿 54 松岡 正海穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 クビ 5．3�
812 ノ ア キ セ キ 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 460＋ 62：02．81 17．9�
79 モ イ 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成 Him Rock Racing
ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 378－10 〃 ハナ 75．4	

68 ベルファーリング 牝3栗 54 岩田 康誠子安 裕樹氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436＋ 42：02．9� 15．6

11 メイプルランド 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 440－ 22：03．32� 33．2�
33 エスキシータ 牝3黒鹿54 荻野 極吉田 晴哉氏 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 82：03．51 39．9�
56 リヴォルバー 牝3鹿 54 吉田 隼人薪浦 亨氏 石橋 守 新ひだか 木下牧場 470－ 2 〃 ハナ 14．9
44 ア ル マ ン ド 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 394＋ 22：04．13� 68．2�
22 ウインドルチェ 牝3栗 54 菱田 裕二�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 62：05．37 147．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，796，000円 複勝： 51，328，900円 枠連： 9，349，500円
馬連： 37，184，900円 馬単： 22，358，000円 ワイド： 34，919，100円
3連複： 54，451，700円 3連単： 78，933，500円 計： 316，321，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 190円 � 110円 � 190円 枠 連（5－6） 390円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，200円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 13，910円

票 数

単勝票数 計 277960 的中 � 30581（3番人気）
複勝票数 計 513289 的中 � 44911（4番人気）� 236874（1番人気）� 45165（3番人気）
枠連票数 計 93495 的中 （5－6） 18421（2番人気）
馬連票数 計 371849 的中 �� 33612（2番人気）
馬単票数 計 223580 的中 �� 7559（8番人気）
ワイド票数 計 349191 的中 �� 27420（2番人気）�� 6721（15番人気）�� 21340（5番人気）
3連複票数 計 544517 的中 ��� 17278（6番人気）
3連単票数 計 789335 的中 ��� 4114（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．9―48．8―1：01．6―1：13．9―1：26．2―1：38．5―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミラーミラー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．28 阪神2着

2016．4．7生 牝3黒鹿 母 ウインミーティア 母母 バ シ マ ー 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 ウインドルチェ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月6日まで平地競走に出走できな

い。

20004 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時25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

33 モッズストーン �3栗 56 藤岡 佑介吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか 畠山牧場 B478± 01：47．8 2．1�
66 シックザール 牡3栗 56 柴山 雄一前田 幸治氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 B486± 01：48．01� 9．5�
55 ジ ェ イ コ ブ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史市川義美ホール
ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 480－ 21：48．42� 3．7�

77 トモジャマサムネ 牡3栗 56 古川 吉洋吉冨 学氏 大根田裕之 日高 シンボリ牧場 500－ 41：49．03� 57．0�
78 エ ス ト リ ル 牝3鹿 54 藤岡 康太東堂レーシング 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 488－ 61：49．21� 27．5�
810 キ ャ リ ー 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心 R．アンダーソン氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 440＋ 41：49．62� 5．2	
11 レルシュタープ 牡3黒鹿56 吉田 隼人水上 行雄氏 吉田 直弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 4 〃 ハナ 65．1

22 ヤマトフェニックス 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成醍醐 徹氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 452＋ 21：50．13 28．7�
89 ビーマイステディ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 大島牧場 494＋ 21：50．3	 8．8�

44 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 492－ 21：51．89 135．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，916，000円 複勝： 24，889，300円 枠連： 6，821，600円
馬連： 29，506，500円 馬単： 18，781，200円 ワイド： 22，661，000円
3連複： 39，475，600円 3連単： 68，972，500円 計： 233，023，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 190円 � 120円 枠 連（3－6） 1，290円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 350円 �� 150円 �� 430円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，260円

票 数

単勝票数 計 219160 的中 � 80895（1番人気）
複勝票数 計 248893 的中 � 87912（1番人気）� 21021（5番人気）� 49201（2番人気）
枠連票数 計 68216 的中 （3－6） 4097（4番人気）
馬連票数 計 295065 的中 �� 21240（4番人気）
馬単票数 計 187812 的中 �� 8413（6番人気）
ワイド票数 計 226610 的中 �� 14246（5番人気）�� 48761（1番人気）�� 11157（7番人気）
3連複票数 計 394756 的中 ��� 37076（2番人気）
3連単票数 計 689725 的中 ��� 11738（10番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―12．0―12．8―12．5―12．4―13．0―13．3―14．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．7―42．5―55．0―1：07．4―1：20．4―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．4
1
3
3，2－4，1（7，6）5，10，9，8
3（2，9）（1，6）（7，10）（8，5）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モッズストーン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Hesabull デビュー 2018．11．18 東京2着

2016．4．21生 �3栗 母 ブリーボーンズ 母母 Anniversary Wish 5戦1勝 賞金 9，600，000円



20005 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1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

33 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 432 ―1：10．6 15．6�
44 アメージングサン 牡2鹿 54 C．ルメール �ローレルレーシング 奥村 武 新冠 村田牧場 458 ― 〃 クビ 1．4�
88 ヴィクトワールボス 牡2黒鹿54 横山 和生小田 吉男氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 502 ―1：10．7� 103．9�
11 セイラブミー 牝2黒鹿54 石川裕紀人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 462 ―1：10．91� 7．3�
22 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 ―1：11．32	 35．4	
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 ―1：11．83 60．3

89 ダ ブ ル ー ン 牡2栗 54 武 豊橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 414 ―1：12．12 5．8�
77 ショウイモン 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史井門 敏雄氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 428 ―1：12．63 66．6�
66 
 プリムヴェール 牝2青鹿54 藤岡 康太�ノースヒルズ 中竹 和也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

444 ―1：13．34 9．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 36，148，800円 複勝： 67，823，300円 枠連： 5，340，800円
馬連： 36，291，900円 馬単： 28，219，600円 ワイド： 27，886，300円
3連複： 42，434，500円 3連単： 100，118，100円 計： 344，263，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 230円 � 110円 � 1，360円 枠 連（3－4） 810円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 310円 �� 5，560円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 12，210円 3 連 単 ��� 69，860円

票 数

単勝票数 計 361488 的中 � 19599（5番人気）
複勝票数 計 678233 的中 � 27195（5番人気）� 486609（1番人気）� 3351（9番人気）
枠連票数 計 53408 的中 （3－4） 5091（4番人気）
馬連票数 計 362919 的中 �� 33446（4番人気）
馬単票数 計 282196 的中 �� 7593（9番人気）
ワイド票数 計 278863 的中 �� 27176（4番人気）�� 1167（30番人気）�� 2821（18番人気）
3連複票数 計 424345 的中 ��� 2605（31番人気）
3連単票数 計1001181 的中 ��� 1039（147番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―46．6―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．7
3 1（8，2，3）（4，9）－（7，5）＝6 4 1（8，2，3）4，9，5，7＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリンスリターン �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2017．4．5生 牡2黒鹿 母 プリンセスプライド 母母 エンゼルプリンセス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20006 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1日 第6競走 ��1，000�2歳新馬
発走12時45分 （ダート・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
58．6
57．7

良
重

88 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 482 ―1：00．4 8．1�
44 キラットダイヤ 牝2栗 54 勝浦 正樹�ビリオンスター上原 博之 新ひだか 服部 牧場 466 ―1：00．61 14．4�

（ツイテオイデ）

77 ウルトラマリン 牝2栗 54 岩田 康誠吉澤 克己氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 466 ―1：00．7� 2．9�
55 ウインマーシャル 牡2鹿 54

53 ☆横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 安平 吉田牧場 488 ―1：01．44 24．2�
22 ディーエスプルーフ 牡2鹿 54 C．ルメール 秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 440 ―1：01．61 4．5�
66 ゾ ー ル シ カ 牝2芦 54

51 ▲菅原 明良山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 436 ―1：01．81� 15．3	
33 ラフリッグフェル 牝2栗 54

51 ▲亀田 温心 
社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 438 ― 〃 ハナ 3．8�
11 ワイルドキャット 牝2黒鹿54 城戸 義政岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 444 ―1：02．33 17．8�
89 ジ ャ ッ ジ 牡2鹿 54 丹内 祐次田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 478 ―1：02．51� 68．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，524，100円 複勝： 23，891，300円 枠連： 4，428，200円
馬連： 30，164，300円 馬単： 18，315，300円 ワイド： 22，554，300円
3連複： 37，699，000円 3連単： 63，810，200円 計： 230，386，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 190円 � 310円 � 150円 枠 連（4－8） 4，090円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 7，820円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 400円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 26，510円

票 数

単勝票数 計 295241 的中 � 30303（4番人気）
複勝票数 計 238913 的中 � 32938（4番人気）� 15892（6番人気）� 51112（1番人気）
枠連票数 計 44282 的中 （4－8） 838（17番人気）
馬連票数 計 301643 的中 �� 4681（21番人気）
馬単票数 計 183153 的中 �� 1755（34番人気）
ワイド票数 計 225543 的中 �� 4243（20番人気）�� 15490（3番人気）�� 11842（5番人気）
3連複票数 計 376990 的中 ��� 9147（11番人気）
3連単票数 計 638102 的中 ��� 1745（112番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．9―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―24．1―36．0―48．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リュウノゲキリン �
�
父 グランプリボス �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2017．5．18生 牡2青鹿 母 ケイアイミサイル 母母 サラトガワールド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ワイルドキャット号は，枠入り不良。



20007 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1日 第7競走 ��1，200�3歳未勝利
発走13時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

35 ブールバール 牝3鹿 54 岩田 康誠寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：09．9 4．8�
611 フェニアンサイクル 牝3鹿 54 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 416± 01：10．11� 6．4�
59 フクノナルボンヌ 牝3栗 54 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 478± 01：10．2� 4．9�
47 クリノカリビアン 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 414－ 61：10．41� 44．7�
48 トウケイココノエ 牝3芦 54 黛 弘人木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 532－ 41：10．5� 47．7�
36 レッドルーナ 牝3青鹿 54

53 ☆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 476＋ 21：10．71� 12．9	
12 トモノヘイヘイ 牝3黒鹿54 池添 謙一共田 義夫氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 450＋12 〃 アタマ 61．9

816 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± 0 〃 クビ 13．4�
24 セイウンシェリー 牝3栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B436－ 4 〃 ハナ 26．1�
815 ツクバハナコ 牝3鹿 54 加藤 祥太荻原 昭二氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 436± 01：10．8クビ 5．8
612 ビ ッ ケ 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454＋12 〃 クビ 5．5�
714 パルセイティング 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 山下 恭茂 426－ 41：11．01� 105．6�
11 スキンズマッチ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁岡 浩二氏 大根田裕之 新冠 スカイビーチステーブル 440± 0 〃 クビ 34．1�
510 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 490＋ 21：11．1� 31．0�
713 ヒ ル ド 牝3鹿 54 城戸 義政杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 B446＋ 21：11．31� 156．7�
23 レイナアブソルータ 牝3芦 54 松岡 正海岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 448＋ 4 （競走中止） 142．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，568，500円 複勝： 36，135，600円 枠連： 12，886，700円
馬連： 38，215，800円 馬単： 18，774，700円 ワイド： 32，770，500円
3連複： 57，186，700円 3連単： 64，967，200円 計： 285，505，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 240円 � 150円 枠 連（3－6） 550円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 750円 �� 490円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 17，240円

票 数

単勝票数 計 245685 的中 � 40423（1番人気）
複勝票数 計 361356 的中 � 51065（4番人気）� 33707（5番人気）� 70174（1番人気）
枠連票数 計 128867 的中 （3－6） 18120（1番人気）
馬連票数 計 382158 的中 �� 18225（5番人気）
馬単票数 計 187747 的中 �� 4735（7番人気）
ワイド票数 計 327705 的中 �� 10926（8番人気）�� 17809（2番人気）�� 11613（7番人気）
3連複票数 計 571867 的中 ��� 13098（5番人気）
3連単票数 計 649672 的中 ��� 2731（28番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．0―11．6―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―33．9―45．5―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．0
3 9（12，11）5，7（15，16）13（2，14，8）（6，10）4＝1＝3 4 ・（9，11）（12，5）15（7，16）（2，13，8）10（14，6）4－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブールバール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．6．17 阪神2着

2016．3．20生 牝3鹿 母 ヨゾラニネガイヲ 母母 スターアイル 10戦1勝 賞金 14，900，000円
〔競走中止〕 レイナアブソルータ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 クリノカリビアン号の騎手菅原明良は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・14番）

20008 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）（500万円以下）

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

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

34 ワンダーエカルテ 牝3芦 52 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 510＋ 21：46．3 19．2�
22 シャドウアイランド 牝4鹿 55 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 新ひだか 前川 正美 458± 01：46．51� 2．8�
610 ヘイセイラスト 牝3鹿 52 藤岡 康太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 514± 01：46．82 9．4�
711� チビノヴァルタン 牝6鹿 55 石川裕紀人梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B452－ 21：46．9� 8．8�
45 ティボリドライヴ 牝3栗 52 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468－ 41：47．0クビ 71．9�
11 ミッキーマンドリン 牝4鹿 55

54 ☆横山 武史野田みづき氏 萩原 清 日高 白井牧場 462－ 41：47．21� 78．3	
46 オーシャンズルーラ 牝3鹿 52 吉田 隼人一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 454＋ 21：47．41 4．0

58 デルマシャンパン 牝4黒鹿55 武 豊浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 470＋ 41：47．72 5．7�
813 ニシノアメイズ 牝3鹿 52

49 ▲菅原 明良西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 494－ 41：48．01� 30．8�
69 カリブメーカー 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 510± 0 〃 ハナ 14．6
814 ペイシャキュウ 牝3鹿 52

49 ▲亀田 温心北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 428＋181：48．21 16．2�
712 ノボリソング 牝4鹿 55

52 ▲団野 大成原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 470± 01：48．52 218．6�
33 ラ ド ル ク ス 牝4栗 55 柴山 雄一水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 508＋221：50．7大差 153．9�

（13頭）
57 コウセイマユヒメ 牝8鹿 55 松岡 正海杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，959，400円 複勝： 40，576，400円 枠連： 10，709，300円
馬連： 43，050，600円 馬単： 23，121，800円 ワイド： 36，181，300円
3連複： 61，678，400円 3連単： 77，543，400円 計： 323，820，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 400円 � 160円 � 270円 枠 連（2－3） 3，140円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 7，620円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，850円 �� 730円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 41，090円

票 数

単勝票数 差引計 309594（返還計 343） 的中 � 12840（8番人気）
複勝票数 差引計 405764（返還計 477） 的中 � 21508（7番人気）� 83365（1番人気）� 35409（5番人気）
枠連票数 差引計 107093（返還計 56） 的中 （2－3） 2638（15番人気）
馬連票数 差引計 430506（返還計 1763） 的中 �� 12236（11番人気）
馬単票数 差引計 231218（返還計 694） 的中 �� 2275（32番人気）
ワイド票数 差引計 361813（返還計 1038） 的中 �� 9381（11番人気）�� 4864（25番人気）�� 13052（8番人気）
3連複票数 差引計 616784（返還計 3658） 的中 ��� 6514（25番人気）
3連単票数 差引計 775434（返還計 5246） 的中 ��� 1368（145番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．0―42．7―55．5―1：08．0―1：20．6―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーエカルテ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2018．11．4 京都10着

2016．4．6生 牝3芦 母 ワンダープリンセス 母母 ワンダールージュ 5戦2勝 賞金 13，600，000円
〔出走取消〕 コウセイマユヒメ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ラドルクス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ペイシャキュウ号の騎手亀田温心は，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：5番）
〔調教再審査〕 ラドルクス号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビオレイメル号



20009 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1日 第9競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走14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

67 ア カ ネ サ ス 牝3鹿 52 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B490＋ 6 58．5 3．8�
11 ダイメイサツキ 牡3黒鹿54 吉田 隼人宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 498＋ 8 59．24 7．1�
710 トウショウデュエル 牡7栗 57 木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B524＋ 2 〃 クビ 15．1�
22 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 458＋ 4 59．51� 19．7�
33 セグレートシチー 牡4栗 57 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B514－ 4 59．6� 65．3�
56 コスモコレクション 牡6栗 57 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 486－ 6 59．7クビ 57．8

811� クリノカサット 牝4栗 55 加藤 祥太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 440－ 8 〃 クビ 67．3�
55 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 446－ 2 〃 アタマ 1．8�
44 � カレンエクスカリバ 牡4鹿 57

54 ▲団野 大成山口謙太郎氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム B530－ 8 59．9� 121．9
812 サトノアイビス 牝3黒鹿 52

49 ▲亀田 温心 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 472＋121：00．32	 21．6�
79 ランネシアーナ 牝3栗 52 荻野 琢真太田 勝久氏 作田 誠二 浦河 大道牧場 454＋ 61：00．62 76．8�
68 � ピュアドリーマー 牝3栗 52 古川 吉洋岡田 隆寛氏 高柳 大輔 浦河 市川牧場 456± 01：00．7	 13．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，449，200円 複勝： 39，228，100円 枠連： 9，629，400円
馬連： 44，334，000円 馬単： 26，036，200円 ワイド： 33，967，300円
3連複： 59，126，700円 3連単： 100，974，900円 計： 347，745，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 270円 � 340円 枠 連（1－6） 1，090円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 440円 �� 780円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 15，060円

票 数

単勝票数 計 344492 的中 � 72158（2番人気）
複勝票数 計 392281 的中 � 59574（2番人気）� 36276（3番人気）� 27456（4番人気）
枠連票数 計 96294 的中 （1－6） 6805（4番人気）
馬連票数 計 443340 的中 �� 28805（4番人気）
馬単票数 計 260362 的中 �� 9487（7番人気）
ワイド票数 計 339673 的中 �� 21134（4番人気）�� 10904（9番人気）�� 7439（13番人気）
3連複票数 計 591267 的中 ��� 10225（14番人気）
3連単票数 計1009749 的中 ��� 4858（44番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．0―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア カ ネ サ ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．3 東京1着

2016．2．11生 牝3鹿 母 クィーンズバーン 母母 シンコウエンジェル 8戦2勝 賞金 22，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キンゲショウ号・ジュブリーユ号・ペイシャディア号

20010 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1日 第10競走 ��
��1，800�

や く も

八 雲 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

66 � 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 514－201：48．9 2．2�

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 444＋ 41：49．22 7．0�
55 ブランクエンド 牡3鹿 54 藤岡 佑介諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474－ 6 〃 クビ 6．4�
79 キングテセウス 牡3栗 54 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498－ 61：49．3	 4．7�
22 アナザーラブソング 牡3栗 54 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 41：49．61
 20．6	
67 サトノマックス 牡5鹿 57 藤岡 康太里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 7．2

811 ファストライフ 牝4栗 55 横山 武史石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 456＋ 81：49．81� 21．0�
810 メイショウイフウ 牡3黒鹿54 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 510＋ 81：49．9クビ 148．7�
44 � ヴィーヴルサヴィ 4鹿 57 黛 弘人ライオンレースホース� 林 徹 千歳 社台ファーム B510＋ 6 〃 ハナ 84．6
78 � ラストプライドワン 牡5黒鹿57 柴山 雄一嶋田 賢氏 奥村 武 新ひだか 岡田牧場 476± 01：50．0	 50．5�
11 メガディスカバリー 3鹿 54 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 4 〃 アタマ 37．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，926，900円 複勝： 54，826，400円 枠連： 12，962，200円
馬連： 74，830，200円 馬単： 36，665，700円 ワイド： 49，376，400円
3連複： 98，400，900円 3連単： 154，590，100円 計： 524，578，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 170円 � 150円 枠 連（3－6） 550円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 390円 �� 330円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 5，670円

票 数

単勝票数 計 429269 的中 � 152220（1番人気）
複勝票数 計 548264 的中 � 121610（1番人気）� 72927（5番人気）� 93759（2番人気）
枠連票数 計 129622 的中 （3－6） 18191（2番人気）
馬連票数 計 748302 的中 �� 68104（3番人気）
馬単票数 計 366657 的中 �� 22110（4番人気）
ワイド票数 計 493764 的中 �� 32845（4番人気）�� 39594（2番人気）�� 22436（8番人気）
3連複票数 計 984009 的中 ��� 43901（6番人気）
3連単票数 計1545901 的中 ��� 19746（12番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．9―12．7―12．6―12．5―12．0―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．6―48．3―1：00．9―1：13．4―1：25．4―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3

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

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

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 5戦2勝 賞金 24，666，000円



20011 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1日 第11競走 ��
��2，000�

ごりょうかく

五稜郭ステークス
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

611 サトノガーネット 牝4黒鹿55 C．ルメール �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－ 62：02．0 3．7�

714 カリビアンゴールド 牝5黒鹿55 四位 洋文ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 2 〃 ハナ 6．3�

510 マイハートビート 牡4鹿 57 石川裕紀人三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 6．7�
12 ド ゥ ー カ 牡6栗 57 勝浦 正樹 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 498＋ 22：02．1クビ 93．8�
815 ペルソナリテ 牝6鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 62：02．2	 38．7�
36 ペイドメルヴェイユ 牝5栗 55 武 豊吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476－102：02．3	 15．8	
612 ヘリファルテ 牡5鹿 57 藤岡 康太 
サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－10 〃 クビ 13．4�
11 ウインイクシード 牡5黒鹿57 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 490－ 2 〃 ハナ 6．0�
35 ロ ラ イ マ 
6鹿 57 池添 謙一 
社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 ハナ 13．7
816 オブリゲーション 牡6鹿 57 柴山 雄一
辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 456－222：02．4	 195．7�
713 ハナズレジェンド 牡6栗 57 川島 信二広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 458－ 42：02．5	 27．3�
48 ギブアンドテイク 
8栗 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 482＋10 〃 クビ 58．7�
24 フィニフティ 牝4芦 55 吉田 隼人 
キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450＋162：02．6クビ 6．7�
23 ニホンピロヘンソン 
3黒鹿54 国分 恭介小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 456－ 42：02．7	 49．2�
59 バイオレントブロー 
4黒鹿57 荻野 極 
キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 466－162：03．12	 60．1�
47 ジャズファンク 牡7鹿 57 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 506－ 82：04．05 43．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 78，818，500円 複勝： 118，462，700円 枠連： 48，093，600円
馬連： 232，165，200円 馬単： 85，247，200円 ワイド： 147，441，500円
3連複： 385，491，600円 3連単： 446，904，300円 計： 1，542，624，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 190円 � 200円 枠 連（6－7） 890円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 530円 �� 590円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 16，700円

票 数

単勝票数 計 788185 的中 � 169123（1番人気）
複勝票数 計1184627 的中 � 209980（1番人気）� 159129（3番人気）� 143987（4番人気）
枠連票数 計 480936 的中 （6－7） 41761（1番人気）
馬連票数 計2321652 的中 �� 135092（2番人気）
馬単票数 計 852472 的中 �� 30728（2番人気）
ワイド票数 計1474415 的中 �� 73357（1番人気）�� 64159（4番人気）�� 48457（7番人気）
3連複票数 計3854916 的中 ��� 74329（7番人気）
3連単票数 計4469043 的中 ��� 19399（14番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．7―13．1―13．1―12．1―11．9―11．6―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．5―49．6―1：02．7―1：14．8―1：26．7―1：38．3―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3
1
3
・（1，4）（2，6，9）（5，10）14，8，11（3，13）（16，7，12）－15
10，1（2，4）（6，9）（5，8，14）（3，13，11）12，16，7，15

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

勝馬の
紹 介

サトノガーネット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Victory Note デビュー 2018．4．14 阪神6着

2015．1．28生 牝4黒鹿 母 ビートリックスキッド 母母 Laquifan 12戦4勝 賞金 59，365，000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 ゴールドギア号

20012 7月6日 曇 良 （1函館2） 第1日 第12競走 ��
��1，200�

ふ ん か わ ん

噴 火 湾 特 別
発走16時05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 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

55 ダノンジャスティス 牡3鹿 54 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：10．1 1．5�
11 シュエットヌーベル 牝5栗 55 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 B462＋10 〃 アタマ 18．1�
33 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 470＋ 81：10．2� 4．3�
22 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 富田 暁土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 470± 0 〃 クビ 6．7�
77 タイセイソニック 牡4黒鹿57 池添 謙一田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 468＋ 61：10．62	 6．8�
44 ラニカイシチー 牡5鹿 57 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新冠 パカパカ

ファーム 470＋ 21：11．13 73．6	
66 
 トニーファイブ �4黒鹿57 団野 大成トニー倶楽部 森 秀行 新ひだか 静内山田牧場 432－ 41：12．37 69．7


（7頭）

売 得 金
単勝： 40，915，400円 複勝： 36，537，000円 枠連： 発売なし
馬連： 58，969，800円 馬単： 45，387，000円 ワイド： 31，857，500円
3連複： 61，858，800円 3連単： 224，145，800円 計： 499，671，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 120円 � 510円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 320円 �� 160円 �� 520円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，040円

票 数

単勝票数 計 409154 的中 � 210322（1番人気）
複勝票数 計 365370 的中 � 164948（1番人気）� 17005（5番人気）
馬連票数 計 589698 的中 �� 49991（4番人気）
馬単票数 計 453870 的中 �� 31630（5番人気）
ワイド票数 計 318575 的中 �� 22680（6番人気）�� 63610（1番人気）�� 12677（8番人気）
3連複票数 計 618588 的中 ��� 55401（4番人気）
3連単票数 計2241458 的中 ��� 53285（11番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．9―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―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4F46．9―3F35．6
3 ・（1，6）－（3，5）7，2－4 4 ・（1，6）（3，5）（7，2）－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンジャスティス �
�
父 Kingman �

�
母父 Aldebaran デビュー 2018．8．19 新潟1着

2016．3．16生 牡3鹿 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 7戦3勝 賞金 43，504，000円
〔発走状況〕 タイセイソニック号は，発進不良〔外側に逃避〕。



（1函館2）第1日 7月6日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 134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

186，220，000円
6，480，000円
19，600，000円
1，150，000円
19，630，000円
57，175，000円
3，484，000円
1，286，400円

勝馬投票券売得金
425，073，000円
625，804，000円
127，029，500円
694，875，000円
375，054，400円
495，980，600円
984，658，600円
1，579，432，100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 5，307，907，200円

総入場人員 4，688名 （有料入場人員 4，143名）
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