
20037 7月14日 晴 稍重 （1函館2） 第4日 第1競走 ��
��1，000�2歳未勝利

発走10時10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
58．6
57．7

良
重

89 グッドブリッジ 牡2栗 54
53 ☆富田 暁吉橋 厚司氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 468－10 59．7 170．6�

66 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 460－ 61：00．01� 2．5�
44 キラットダイヤ 牝2栗 54

53 ☆横山 武史�ビリオンスター上原 博之 新ひだか 服部 牧場 460－ 61：00．21� 3．8�
55 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 450＋ 21：00．51� 10．4�
11 ハヤブサペコムスメ 牝2栗 54 丹内 祐次武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 438－ 21：00．71� 4．6�
33 フェイバリット 牡2黒鹿54 原田 和真島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 446－ 4 〃 ハナ 49．1

78 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 438－ 61：01．65 99．9�
77 ピンポンダッシュ 牝2黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新ひだか 飛野牧場 436－101：01．7	 48．0�
22 テ ン ト ラ 牝2鹿 54 荻野 極高橋 宏弥氏 加藤士津八 新冠 飛渡牧場 428－ 61：02．33	 158．8
810 オメガシュプリーム 牝2栗 54 北村 友一原 
子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 432± 01：03．25 6．1�
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売 得 金
単勝： 35，856，600円 複勝： 39，201，700円 枠連： 6，764，000円
馬連： 41，766，900円 馬単： 25，687，500円 ワイド： 32，302，500円
3連複： 60，927，200円 3連単： 105，131，400円 計： 347，637，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 17，060円 複 勝 � 1，580円 � 120円 � 140円 枠 連（6－8） 720円

馬 連 �� 14，810円 馬 単 �� 47，450円

ワ イ ド �� 4，010円 �� 4，000円 �� 230円

3 連 複 ��� 12，040円 3 連 単 ��� 164，260円

票 数

単勝票数 計 358566 的中 � 1786（10番人気）
複勝票数 計 392017 的中 � 3409（10番人気）� 115466（1番人気）� 80301（2番人気）
枠連票数 計 67640 的中 （6－8） 7280（4番人気）
馬連票数 計 417669 的中 �� 2185（24番人気）
馬単票数 計 256875 的中 �� 406（57番人気）
ワイド票数 計 323025 的中 �� 1798（27番人気）�� 1801（26番人気）�� 45323（1番人気）
3連複票数 計 609272 的中 ��� 3794（30番人気）
3連単票数 計1051314 的中 ��� 464（262番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．9―12．1―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドブリッジ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．6．22 函館9着

2017．3．11生 牡2栗 母 テイエムプリンセス 母母 ア リ ー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

20038 7月14日 晴 稍重 （1函館2） 第4日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

66 グッドヘルスバイオ 牡3芦 56 福永 祐一バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 464± 01：46．5 2．4�
811 ブライトアクトレス 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 61：46．6� 11．9�
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 434－ 61：46．91� 30．8�
67 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 B464－101：47．11� 9．1�
55 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 436＋ 41：48．37 34．0�
79 クリノイナヅマオー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 賀張三浦牧場 460＋ 2 〃 ハナ 5．5	
22 ロ ズ 牝3鹿 54 荻野 極 �ローレルレーシング 高柳 大輔 新ひだか 田中 春美 436± 01：48．83 97．1

44 シゲルクロダイヤ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 492－ 81：49．33 2．7�
33 ラ ラ ム リ 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅前田 葉子氏 和田正一郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434＋ 21：50．04 91．3�

78 ソルダートダズル 牡3青鹿 56
53 ▲団野 大成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 B478＋ 21：51．06 48．7

810 ブランダード 牝3黒鹿54 加藤 祥太簗詰 貴彦氏 本間 忍 日高 ヤナガワ牧場 376＋ 41：52．9大差 103．2�
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売 得 金
単勝： 27，661，000円 複勝： 27，951，600円 枠連： 7，861，000円
馬連： 39，373，800円 馬単： 23，473，200円 ワイド： 31，117，800円
3連複： 56，951，100円 3連単： 86，233，400円 計： 300，622，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 250円 � 590円 枠 連（6－8） 1，170円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，120円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 12，020円 3 連 単 ��� 35，340円

票 数

単勝票数 計 276610 的中 � 88891（1番人気）
複勝票数 計 279516 的中 � 72597（1番人気）� 25961（5番人気）� 8905（7番人気）
枠連票数 計 78610 的中 （6－8） 5205（5番人気）
馬連票数 計 393738 的中 �� 19907（6番人気）
馬単票数 計 234732 的中 �� 8136（9番人気）
ワイド票数 計 311178 的中 �� 14325（6番人気）�� 7079（11番人気）�� 2261（27番人気）
3連複票数 計 569511 的中 ��� 3553（31番人気）
3連単票数 計 862334 的中 ��� 1769（100番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．7―12．6―12．7―12．7―13．0―13．1―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．6―42．2―54．9―1：07．6―1：20．6―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

グッドヘルスバイオ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2018．7．7 中京7着

2016．2．14生 牡3芦 母 シアリアスバイオ 母母 コミニュケーション 12戦1勝 賞金 14，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブランダード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月14日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ララムリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月14日まで平地競走に出走できない。

第２回 函館競馬 第４日
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



20039 7月14日 晴 良 （1函館2） 第4日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時15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
1：06．8
1：06．5

良
良

78 ショウナンバニラ 牝3鹿 54 池添 謙一�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 426－ 41：10．0 13．0�
79 インディゴブルー 牝3黒鹿54 藤岡 康太近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 410－ 81：10．21� 11．9�
55 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 414－ 21：10．3� 5．5�
22 バームブラック 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 8 〃 クビ 41．2�
811 ケイティグレース 牝3栗 54 松田 大作瀧本 和義氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 432－ 81：10．4クビ 7．2	
11 シシリエンヌ 牝3青鹿 54

51 ▲斎藤 新手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B480－ 6 〃 クビ 7．5

44 トモノヘイヘイ 牝3黒鹿54 加藤 祥太共田 義夫氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 438－121：10．61� 110．4�
66 チャーチスクエア 牝3鹿 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 ハナ 5．6�
33 デ ィ ノ ー ラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 450＋ 61：10．7� 3．5
67 フレンチチェリー 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 クビ 8．6�
810 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 452＋ 21：10．8� 31．5�
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売 得 金
単勝： 28，263，000円 複勝： 39，188，800円 枠連： 9，779，500円
馬連： 42，414，000円 馬単： 22，609，400円 ワイド： 36，448，800円
3連複： 64，347，900円 3連単： 81，899，700円 計： 324，951，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 370円 � 340円 � 220円 枠 連（7－7） 7，840円

馬 連 �� 7，180円 馬 単 �� 15，700円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 1，200円 �� 790円

3 連 複 ��� 11，100円 3 連 単 ��� 88，750円

票 数

単勝票数 計 282630 的中 � 17343（8番人気）
複勝票数 計 391888 的中 � 26045（8番人気）� 28769（7番人気）� 51501（2番人気）
枠連票数 計 97795 的中 （7－7） 966（17番人気）
馬連票数 計 424140 的中 �� 4573（30番人気）
馬単票数 計 226094 的中 �� 1080（64番人気）
ワイド票数 計 364488 的中 �� 4071（32番人気）�� 7795（20番人気）�� 12276（11番人気）
3連複票数 計 643479 的中 ��� 4347（49番人気）
3連単票数 計 818997 的中 ��� 669（380番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―11．6―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―45．8―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバニラ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2018．10．14 東京12着

2016．5．15生 牝3鹿 母 ショウナンサリーレ 母母 ラスキンウォーク 9戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 パティシエール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

20040 7月14日 晴 良 （1函館2） 第4日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11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 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 462－ 62：03．2 5．3�
55 プライムシスター 牝3黒鹿54 岩田 康誠合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 494＋ 22：03．41� 20．8�
89 ナ ミ ブ 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 4 〃 ハナ 21．6�
77 レッドアクトレス 牝3栗 54 荻野 極 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 428＋ 22：03．61� 15．6�
44 トーセンオリンピア 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史島川 	哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ
スティファーム 496± 0 〃 ハナ 3．1


33 クリッパークラス 牝3栗 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 武市 康男 新冠 村上牧場 450－ 82：03．7� 2．7�
88 シャンタンエドゥー 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446－ 22：04．01� 14．1�

22 ヘヴンズコーヴ 牡3青鹿56 池添 謙一 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋102：04．21� 8．0

66 スワーヴカール 牡3青鹿 56
53 ▲団野 大成�NICKS 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 534 ―2：04．52 34．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，410，300円 複勝： 37，256，900円 枠連： 7，852，200円
馬連： 39，419，900円 馬単： 25，042，800円 ワイド： 37，119，800円
3連複： 60，281，900円 3連単： 105，430，700円 計： 344，814，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 520円 � 500円 枠 連（1－5） 4，920円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，240円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 16，560円 3 連 単 ��� 79，700円

票 数

単勝票数 計 324103 的中 � 48497（3番人気）
複勝票数 計 372569 的中 � 58025（3番人気）� 16844（8番人気）� 17717（7番人気）
枠連票数 計 78522 的中 （1－5） 1236（17番人気）
馬連票数 計 394199 的中 �� 6918（17番人気）
馬単票数 計 250428 的中 �� 4559（17番人気）
ワイド票数 計 371198 的中 �� 7732（17番人気）�� 7828（15番人気）�� 2901（31番人気）
3連複票数 計 602819 的中 ��� 2730（52番人気）
3連単票数 計1054307 的中 ��� 959（229番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．6―12．6―12．9―12．7―12．3―12．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．6―49．2―1：02．1―1：14．8―1：27．1―1：39．2―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーノバローズ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Rahy デビュー 2018．12．15 阪神3着

2016．5．11生 牡3鹿 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif 7戦1勝 賞金 9，850，000円



20041 7月14日 晴 良 （1函館2） 第4日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．3
1：45．6

良
良

66 サトノゴールド 牡2芦 54 武 豊 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 458 ―1：54．1 2．3�
55 プントファイヤー 牡2栗 54 岩田 康誠嶋田 賢氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 504 ―1：54．31� 2．4�
77 コスモシャルドネ 牡2芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 516 ―1：54．93� 4．8�
44 キタノコドウ 牡2芦 54

51 ▲菅原 明良北所 直人氏 高木 登 浦河 富菜牧場 466 ―1：55．21� 62．4�
22 サンモンテベロ 牝2黒鹿54 黛 弘人 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 賀張三浦牧場 448 ―1：55．41� 33．2	
11 キッズヒヤミカチ 牡2青鹿54 勝浦 正樹瀬谷 
雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478 ―1：55．82� 11．2�
33 カガジャドール 牝2黒鹿 54

53 ☆横山 武史香川 憲次氏 大江原 哲 新冠 ハシモトフアーム 456 ―1：56．01� 39．2�
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売 得 金
単勝： 41，975，100円 複勝： 23，059，200円 枠連： 発売なし
馬連： 36，264，200円 馬単： 27，213，400円 ワイド： 21，874，700円
3連複： 45，914，700円 3連単： 124，731，400円 計： 321，032，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 140円 �� 180円 �� 170円

3 連 複 ��� 260円 3 連 単 ��� 910円

票 数

単勝票数 計 419751 的中 � 150065（1番人気）
複勝票数 計 230592 的中 � 63816（2番人気）� 68081（1番人気）
馬連票数 計 362642 的中 �� 102512（1番人気）
馬単票数 計 272134 的中 �� 41764（1番人気）
ワイド票数 計 218747 的中 �� 44781（1番人気）�� 27913（3番人気）�� 31383（2番人気）
3連複票数 計 459147 的中 ��� 128746（1番人気）
3連単票数 計1247314 的中 ��� 99093（1番人気）

ハロンタイム 13．3―13．0―13．7―13．8―12．9―12．3―11．9―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―26．3―40．0―53．8―1：06．7―1：19．0―1：30．9―1：42．1

コーナー
通過順位

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

2
4
3，6（2，7）（4，5）1・（3，6，5）－7（2，1）4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノゴールド 
�
父 ゴールドシップ 

�
母父 Fusaichi Pegasus 初出走

2017．2．4生 牡2芦 母 マ イ ジ ェ ン 母母 Mekko Hokte 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20042 7月14日 曇 稍重 （1函館2） 第4日 第6競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走13時05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

79 ボルンカズマ 牡3栗 56
55 ☆横山 武史合同会社雅苑興業 栗田 徹 浦河 高昭牧場 B494－ 21：46．3 18．4�

55 シ ュ ロ ス 牡3栗 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 508＋181：46．94 18．5�
11 カーブドシール 牡3鹿 56 岩田 康誠�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 21：47．0� 1．2�
78 クラウドスケープ 牡3黒鹿56 中谷 雄太下河邉俊行氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 468－ 21：47．1クビ 7．2�
811 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 B448± 01：48．9大差 97．4�
22 ケンブリッジウルス 牡3青鹿56 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 470－ 4 〃 ハナ 48．1	
810 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± 01：49．64 76．8

33 マカルーテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 乾 皆雄 488－ 21：49．92 53．2�

66 プ ロ ー ス 牡3栗 56
53 ▲菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 476－ 21：50．0クビ 21．7�
44 リュウノイカリ 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新二口 雅一氏 牧浦 充徳 平取 船越 伸也 B484－ 81：50．31� 12．3
67 キングリキュール 牡3黒鹿56 丹内 祐次澤田 孝之氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 442－ 41：54．8大差 118．5�
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売 得 金
単勝： 33，838，100円 複勝： 90，218，900円 枠連： 8，280，900円
馬連： 38，021，300円 馬単： 31，306，600円 ワイド： 31，270，900円
3連複： 51，574，000円 3連単： 114，304，700円 計： 398，815，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 240円 � 230円 � 110円 枠 連（5－7） 4，260円

馬 連 �� 15，610円 馬 単 �� 31，600円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 430円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 69，110円

票 数

単勝票数 計 338381 的中 � 14653（4番人気）
複勝票数 計 902189 的中 � 23321（5番人気）� 25629（4番人気）� 707666（1番人気）
枠連票数 計 82809 的中 （5－7） 1503（9番人気）
馬連票数 計 380213 的中 �� 1887（23番人気）
馬単票数 計 313066 的中 �� 743（39番人気）
ワイド票数 計 312709 的中 �� 3245（24番人気）�� 19432（4番人気）�� 20114（3番人気）
3連複票数 計 515740 的中 ��� 11461（11番人気）
3連単票数 計1143047 的中 ��� 1199（154番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．8―12．5―12．7―12．7―12．6―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．9―42．4―55．1―1：07．8―1：20．4―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボルンカズマ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2018．10．7 京都10着

2016．2．19生 牡3栗 母 アグネスパサー 母母 アグネスセレーネー 7戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングリキュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月14日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 キングリキュール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月14日まで平地競走に出走で

きない。



20043 7月14日 曇 良 （1函館2） 第4日 第7競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

22 コ パ カ テ ィ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472＋ 82：01．9 8．1�
79 ミ ス マ リ ア 牝3鹿 52 武 豊山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 462＋102：02．11� 2．9�
710 ミレフォリウム 牝4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 488－ 42：02．2クビ 32．8�
56 � レッドフィオナ 牝4芦 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 460＋ 62：02．41� 9．1�
55 フ ラ ル 牝3鹿 52 池添 謙一�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 82：02．5	 4．4	
812 スカイシアター 牝3鹿 52

51 ☆横山 武史 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 418＋ 22：02．6� 28．3

33 ダンスロマネスク 牝3鹿 52

51 ☆武藤 雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 464＋ 22：03．02� 11．6�
67 ビオレイメル 牝3栗 52 幸 英明ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 476＋ 82：03．1� 116．8�
44 ウインプライマリー 牝4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 430＋162：03．2クビ 80．8
811 エ ピ ロ ー グ 牝3鹿 52 荻野 極藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 466＋162：03．73 11．0�
68 グレイスアン 牝3鹿 52

49 ▲斎藤 新 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498＋222：03．8� 5．4�
11 メイショウコミチ 牝3鹿 52 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 452＋102：04．22� 120．8�
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売 得 金
単勝： 34，830，900円 複勝： 47，910，600円 枠連： 12，670，000円
馬連： 51，384，000円 馬単： 25，418，000円 ワイド： 41，264，100円
3連複： 75，051，200円 3連単： 99，181，300円 計： 387，710，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 250円 � 180円 � 570円 枠 連（2－7） 1，560円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，780円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 63，400円

票 数

単勝票数 計 348309 的中 � 34123（4番人気）
複勝票数 計 479106 的中 � 48393（5番人気）� 86707（2番人気）� 17467（9番人気）
枠連票数 計 126700 的中 （2－7） 6270（7番人気）
馬連票数 計 513840 的中 �� 28694（4番人気）
馬単票数 計 254180 的中 �� 5567（14番人気）
ワイド票数 計 412641 的中 �� 19169（6番人気）�� 3664（31番人気）�� 5748（23番人気）
3連複票数 計 750512 的中 ��� 4550（48番人気）
3連単票数 計 991813 的中 ��� 1134（237番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―12．2―12．4―12．7―12．2―11．9―12．4―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．0―35．2―47．6―1：00．3―1：12．5―1：24．4―1：36．8―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ パ カ テ ィ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．11．10 京都5着

2016．3．19生 牝3鹿 母 アロマティコ 母母 ナ ス カ 6戦2勝 賞金 15，200，000円
〔制裁〕 グレイスアン号の騎手斎藤新は，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）

20044 7月14日 曇 稍重 （1函館2） 第4日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走14時05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 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 B500＋ 41：46．3 5．9�

45 ブラックカード 牡5黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル B468＋ 21：46．61� 2．9�

33 ホウオウライジン 牡3栗 54 福永 祐一小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466－141：46．92 4．9�
610 クリノカポネ �4鹿 57 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－10 〃 ハナ 36．7�
57 � 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 460＋ 21：47．11	 8．5�
712 キングスクロス 牡4黒鹿57 藤岡 康太落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476＋ 8 〃 クビ 11．9�
69 ガッツィーソート 牡4栗 57

54 ▲亀田 温心小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル B496± 01：47．2クビ 21．9	
814 スプリングフット 牡5鹿 57 原田 和真島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－10 〃 クビ 19．4�
34 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 444＋ 21：47．73 8．1
11 � プリンセスヨウク 牝5鹿 55 黛 弘人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B448－ 21：47．8� 91．4�
46 サージュミノル 牡4黒鹿57 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 474± 01：48．01
 46．2�
711 コスモハヤテ 牡3青 54

53 ☆横山 武史 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム B452－101：48．63
 18．9�
813 タイドオブハピネス 牡3黒鹿54 加藤 祥太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：48．7クビ 153．6�
58 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 452－ 21：51．8大差 189．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，692，000円 複勝： 42，873，400円 枠連： 12，650，200円
馬連： 53，751，800円 馬単： 24，176，100円 ワイド： 43，725，500円
3連複： 77，758，100円 3連単： 95，968，900円 計： 381，596，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 130円 � 180円 枠 連（2－4） 750円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 260円 �� 680円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 8，650円

票 数

単勝票数 計 306920 的中 � 41453（3番人気）
複勝票数 計 428734 的中 � 62767（2番人気）� 104580（1番人気）� 54359（3番人気）
枠連票数 計 126502 的中 （2－4） 13029（2番人気）
馬連票数 計 537518 的中 �� 57530（1番人気）
馬単票数 計 241761 的中 �� 10387（3番人気）
ワイド票数 計 437255 的中 �� 47733（1番人気）�� 14597（6番人気）�� 29520（2番人気）
3連複票数 計 777581 的中 ��� 38502（1番人気）
3連単票数 計 959689 的中 ��� 8038（8番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．6―12．0―12．7―12．7―12．7―12．9―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．7―41．7―54．4―1：07．1―1：19．8―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．2
1
3
・（2，4）－（8，5）（3，6）－7－10（9，11，14）（12，13）－1
2－（4，5）－（8，3）7（10，6）（12，14，9）（1，13，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シンコーマーチャン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Wild Again デビュー 2016．11．26 東京6着

2014．5．17生 牡5鹿 母 ジェミーブロッサム 母母 パレイシャルアフェア 21戦3勝 賞金 35，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランネシアーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月14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） 2頭 オメガレインボー号・ファイトエルフ号



20045 7月14日 曇 良 （1函館2） 第4日 第9競走 ��
��1，200�

し も き た は ん と う

下 北 半 島 特 別
発走14時35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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

33 � サンノゼテソーロ 牡3芦 54 武 豊了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米

Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

454－ 81：09．3 4．7�
11 イーサンパンサー 牡3栗 54 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 460± 01：09．62 5．2�
66 ジュブリーユ 牝5芦 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B492± 01：09．81	 16．5�
79 エピックガール 牝3鹿 52 北村 友一合同会社雅苑興業 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 424± 01：09．9
 2．7�
55 カンバンムスメ 牝5黒鹿55 幸 英明北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 454－ 2 〃 ハナ 27．0�
44 アングレーム 牝4黒鹿55 池添 謙一 	キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：10．0� 8．1

22 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 B466－ 2 〃 アタマ 78．5�
78 マイネルパッセ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 21：10．1� 5．5�
810 シトラスノキセキ 牝3鹿 52 武藤 雅加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 440± 01：10．2
 24．4
811 テンモントム 牡3鹿 54 黛 弘人 	スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 438－ 4 〃 アタマ 101．9�
67 ホ マ レ 牝4鹿 55 横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 増本 良孝 468＋ 61：10．3クビ 43．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 42，446，900円 複勝： 48，260，400円 枠連： 13，897，200円
馬連： 69，373，200円 馬単： 35，262，800円 ワイド： 49，160，800円
3連複： 96，141，800円 3連単： 156，083，600円 計： 510，626，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 230円 � 220円 � 420円 枠 連（1－3） 1，350円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 590円 �� 970円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 24，570円

票 数

単勝票数 計 424469 的中 � 71253（2番人気）
複勝票数 計 482604 的中 � 58830（4番人気）� 62325（3番人気）� 26145（6番人気）
枠連票数 計 138972 的中 （1－3） 7930（6番人気）
馬連票数 計 693732 的中 �� 41624（4番人気）
馬単票数 計 352628 的中 �� 10685（10番人気）
ワイド票数 計 491608 的中 �� 22387（6番人気）�� 12893（12番人気）�� 8162（16番人気）
3連複票数 計 961418 的中 ��� 13122（19番人気）
3連単票数 計1560836 的中 ��� 4605（90番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．0―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．9
3 ・（3，5）8，1（9，6）（2，4）10（7，11） 4 3，5（1，8）（9，6）（2，4）10（7，11）

勝馬の
紹 介

�サンノゼテソーロ �
�
父 The Factor �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2019．3．16 中京1着

2016．4．5生 牡3芦 母 Cabaret Starlet 母母 Kalosca 4戦2勝 賞金 15，829，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。

20046 7月14日 曇 良 （1函館2） 第4日 第10競走 ��
��2，600�

ほっかい

北海ハンデキャップ
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．7．14以降1．7．7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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

811 ポンデザール 牝4黒鹿53 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 492＋ 62：41．7 5．1�
22 ドリームスピリット 牡4鹿 54 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 512＋ 82：41．8� 14．6�
11 ラクローチェ 牡3鹿 53 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 458± 02：42．01� 2．8�
68 トロピカルストーム �6黒鹿54 池添 謙一吉田 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 448＋ 82：42．1� 15．3�
67 シャイニーゲール 牡5鹿 55 菱田 裕二小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 470－ 22：42．2クビ 7．5�
710 コロンバスデイ 牝4鹿 53 福永 祐一 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 468± 02：42．3	 4．9	
79 ピッツバーグ �6鹿 54 吉田 隼人
ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 492－ 42：42．72� 33．8�
44 フレスコパスト 牝5鹿 50 菅原 明良岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 422± 02：42．8クビ 150．9�
33 スワーヴアラミス 牡4鹿 56 武 豊
NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 8 〃 ハナ 7．1
55 
 ハ ナ ザ カ リ 牝4黒鹿52 横山 武史岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 494＋ 42：43．33 19．1�
812
 ケージーキンカメ 牡8黒鹿53 古川 吉洋岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 492－ 22：44．36 67．0�

（11頭）
56 メイショウホウトウ 牡8青鹿53 加藤 祥太松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 50，726，700円 複勝： 62，073，600円 枠連： 18，474，100円
馬連： 102，217，900円 馬単： 44，211，700円 ワイド： 67，101，300円
3連複： 144，837，100円 3連単： 201，964，600円 計： 691，607，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 280円 � 140円 枠 連（2－8） 5，050円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 6，690円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 390円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 28，570円

票 数

単勝票数 計 507267 的中 � 78083（3番人気）
複勝票数 計 620736 的中 � 94335（3番人気）� 44845（6番人気）� 135552（1番人気）
枠連票数 計 184741 的中 （2－8） 2835（17番人気）
馬連票数 計1022179 的中 �� 18496（19番人気）
馬単票数 計 442117 的中 �� 4956（30番人気）
ワイド票数 計 671013 的中 �� 12679（21番人気）�� 47403（2番人気）�� 22273（9番人気）
3連複票数 計1448371 的中 ��� 26802（17番人気）
3連単票数 計2019646 的中 ��� 5124（105番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．9―12．5―13．1―12．8―12．6―12．2―12．1―12．0―12．1―11．8―12．3

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�
13．1―25．3―38．2―50．7―1：03．8―1：16．6―1：29．2―1：41．4―1：53．5―2：05．5―2：17．6―2：29．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポンデザール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rossini デビュー 2018．1．6 中山6着

2015．3．27生 牝4黒鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 6戦3勝 賞金 31，525，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔出走取消〕 メイショウホウトウ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔その他〕 ドリームスピリット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ドリームスピリット号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年8月14日まで出走できない。

２レース目



20047 7月14日 曇 良 （1函館2） 第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第55回農林水産省賞典 函館記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，30．7．14以降1．7．7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

農林水産大臣賞・函館市長賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

24 マイスタイル 牡5鹿 56 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 B462－ 81：59．6 5．0�
36 マイネルファンロン 牡4青鹿54 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 472＋ 2 〃 クビ 17．6�
510 ステイフーリッシュ 牡4鹿 57．5 中谷 雄太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 454－ 41：59．91� 6．4�
35 ドレッドノータス �6栗 56 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 448－ 22：00．11	 12．7�
12 アメリカズカップ 牡5黒鹿55 北村 友一谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450＋ 42：00．31
 32．1	
11 レッドローゼス 牡5鹿 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 488＋ 22：00．4	 5．4

48 メートルダール 牡6鹿 57 武藤 雅 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 482－ 22：00．82	 17．5�
714 ナイトオブナイツ 牡6栗 56 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± 0 〃 ハナ 12．6�
713 アーバンキッド 牡6鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：00．9� 67．6
59 ポポカテペトル 牡5芦 55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 62：01．0クビ 10．2�
815 ゴールドギア 牡4黒鹿52 幸 英明有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 478＋ 4 〃 クビ 18．7�
47 カルヴァリオ �6鹿 54 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± 0 〃 ハナ 51．0�
816 エアスピネル 牡6栗 58 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 486＋102：01．1クビ 7．0�
23 ブラックバゴ 牡7黒鹿55 斎藤 新 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 522＋ 62：01．52	 41．2�
611 マイネルサージュ 牡7鹿 55 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 502－ 82：01．6クビ 124．7�
612 スズカデヴィアス 牡8黒鹿57．5 勝浦 正樹永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 516＋ 42：01．92 18．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 264，164，900円 複勝： 367，377，700円 枠連： 198，231，300円 馬連： 945，769，700円 馬単： 336，710，600円
ワイド： 574，480，600円 3連複： 1，990，952，900円 3連単： 2，538，152，200円 5重勝： 501，139，700円 計： 7，716，979，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 440円 � 230円 枠 連（2－3） 1，550円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 6，480円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 820円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 10，240円 3 連 単 ��� 52，140円

5 重 勝
対象競走：福島10R／函館10R／中京11R／福島11R／函館11R

キャリーオーバー なし����� 760，940円

票 数

単勝票数 計2641649 的中 � 416653（1番人気）
複勝票数 計3673777 的中 � 523208（2番人気）� 185035（10番人気）� 423953（3番人気）
枠連票数 計1982313 的中 （2－3） 98909（6番人気）
馬連票数 計9457697 的中 �� 189350（14番人気）
馬単票数 計3367106 的中 �� 38914（20番人気）
ワイド票数 計5744806 的中 �� 117975（8番人気）�� 186172（3番人気）�� 70351（29番人気）
3連複票数 計19909529 的中 ��� 145719（20番人気）
3連単票数 計25381522 的中 ��� 35286（101番人気）
5重勝票数 計5011397 的中 ����� 461

ハロンタイム 12．7―11．7―11．9―11．7―11．8―11．9―12．0―12．0―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―36．3―48．0―59．8―1：11．7―1：23．7―1：35．7―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイスタイル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．11．26 京都3着

2014．4．1生 牡5鹿 母 ファーストナイナー 母母 レディダンジグ 21戦5勝 賞金 200，256，000円

20048 7月14日 曇 稍重 （1函館2） 第4日 第12競走 ��
��1，700�

お し ま

渡 島 特 別
発走16時30分 （ダート・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 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
1：40．9

不良
重

68 リワードアンヴァル 牡3栗 54 武 豊宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 500＋ 21：44．5 1．3�

67 � レンブランサ 牝4栗 55 勝浦 正樹名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 436＋ 81：45．67 34．9�
811	 フォルツァエフ 牡4鹿 57 荻野 極大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 482± 0 〃 アタマ 140．2�
812 キングラディウス 牡6栗 57 丹内 祐次菅原 広隆氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 B470－ 81：45．7クビ 107．0�
33 セイリスペクト 牡4黒鹿57 国分 恭介金田 成基氏 長谷川浩大 日高 庄野牧場 B476－ 41：45．91 77．7�
55 メイショウイッポン 牡5鹿 57 柴山 雄一松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 492－ 41：46．0
 31．2	
56 テイエムグッドマン 牡5鹿 57 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B486± 0 〃 クビ 5．3

710 レコンキスタ 牡5栗 57 斎藤 新村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B500－ 41：46．2� 42．6�
44 キタサンタイドー 牡4黒鹿57 吉田 隼人�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 528－ 21：46．73 12．2
79 プティットクルール 牝5黒鹿55 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 456＋12 〃 アタマ 82．7�
11 ダンケシェーン 牡4栗 57 横山 和生 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 480－ 4 〃 ハナ 16．6�
22 タイキダイヤモンド 牡5青鹿57 菅原 明良�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 474＋ 21：46．8
 15．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 85，311，800円 複勝： 216，395，300円 枠連： 32，097，800円
馬連： 161，815，700円 馬単： 112，292，100円 ワイド： 127，178，900円
3連複： 257，383，700円 3連単： 635，056，500円 計： 1，627，531，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 470円 � 1，770円 枠 連（6－6） 1，850円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 710円 �� 3，370円 �� 16，830円

3 連 複 ��� 38，900円 3 連 単 ��� 103，810円

票 数

単勝票数 計 853118 的中 � 497590（1番人気）
複勝票数 計2163953 的中 � 1460424（1番人気）� 43837（7番人気）� 10219（12番人気）
枠連票数 計 320978 的中 （6－6） 13421（6番人気）
馬連票数 計1618157 的中 �� 67257（6番人気）
馬単票数 計1122921 的中 �� 38378（7番人気）
ワイド票数 計1271789 的中 �� 49109（8番人気）�� 9485（28番人気）�� 1867（59番人気）
3連複票数 計2573837 的中 ��� 4962（70番人気）
3連単票数 計6350565 的中 ��� 4435（202番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．9―12．2―12．3―12．2―12．5―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．7―41．9―54．2―1：06．4―1：18．9―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リワードアンヴァル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 オペラハウス デビュー 2018．7．29 札幌8着

2016．4．20生 牡3栗 母 リワードエンプレス 母母 リワードピジョン 10戦3勝 賞金 44，613，000円

５レース目



（1函館2）第4日 7月14日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 135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

244，100，000円
7，780，000円
18，710，000円
2，070，000円
28，630，000円
57，461，000円
3，782，000円
1，296，000円

勝馬投票券売得金
708，177，300円
1，041，768，100円
328，558，200円
1，621，572，400円
733，404，200円
1，093，045，700円
2，982，121，600円
4，344，138，400円
501，139，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 13，353，925，600円

総入場人員 12，229名 （有料入場人員 10，639名）
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