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16001 6月13日 晴 良 （2函館1） 第1日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時50分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

47 � メサテソーロ 牝3青鹿 54
51 ▲亀田 温心了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky
Farms 502－101：08．9 19．6�

713 メイショウミモザ 牝3芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 438－ 81：09．11� 2．6�
48 ガ リ レ イ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 506＋ 61：09．31� 5．6�
714 ワンダースアダーオ 牝3黒鹿54 国分 恭介山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 448＋ 8 〃 ハナ 117．7�
36 カウイダンス 牝3鹿 54 横山 武史細谷 典幸氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 452＋ 21：09．4クビ 9．1�
612 タマモマクシム 牡3鹿 56 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 460± 01：09．5� 50．4	
24 ダノンカオス 	3栗 56

55 ☆団野 大成�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 474－ 41：09．6� 5．8

11 ラファームソルティ 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 
川 啓一 426＋ 41：09．7クビ 32．4�
815 エンジェルティアラ 牝3栗 54 丸山 元気 �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 458＋ 81：09．8� 22．5
59 イエローポピー 牝3黒鹿54 丹内 祐次野村 茂雄氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 432＋18 〃 クビ 75．4�
816 ゴールデンエポック 牡3栗 56 藤岡 佑介ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B450－ 41：09．9� 7．1�
510 ロビンザフィリー 牝3鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 406± 01：10．0� 28．3�
12 ジョーパティオ 牝3芦 54 城戸 義政上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 木村 秀則 448＋ 61：10．31� 279．6�
611 ファクタークニアキ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星高橋 宏弥氏 土田 稔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 456＋ 21：10．4� 90．9�
35 スズノレイラ 牝3鹿 54 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 478＋161：10．71� 99．6�
23 ヌーヴォーロジェ 牝3鹿 54 柴山 雄一河村 祥史氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 468＋ 61：11．76 21．7�
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売 得 金
単勝： 32，021，400円 複勝： 51，210，100円 枠連： 10，794，800円
馬連： 52，428，900円 馬単： 22，904，200円 ワイド： 52，034，900円
3連複： 86，832，800円 3連単： 81，918，300円 計： 390，145，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 510円 � 130円 � 180円 枠 連（4－7） 590円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 8，160円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，720円 �� 380円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 39，270円

票 数

単勝票数 計 320214 的中 � 13046（6番人気）
複勝票数 計 512101 的中 � 17751（7番人気）� 134007（1番人気）� 72139（3番人気）
枠連票数 計 107948 的中 （4－7） 13945（1番人気）
馬連票数 計 524289 的中 �� 12953（11番人気）
馬単票数 計 229042 的中 �� 2104（26番人気）
ワイド票数 計 520349 的中 �� 10487（13番人気）�� 7292（17番人気）�� 38779（2番人気）
3連複票数 計 868328 的中 ��� 13894（10番人気）
3連単票数 計 819183 的中 ��� 1512（116番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メサテソーロ �
�
父 Midnight Lute �

�
母父 Sir Cat デビュー 2020．1．25 中山13着

2017．2．5生 牝3青鹿 母 Cat’s Fair 母母 Very Fair 5戦1勝 賞金 7，610，000円
〔3走成績による出走制限〕 ロビンザフィリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月13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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 クリムゾンオーラ号・ゴープラチナム号・シアープレジャー号・ブレイムドーター号・ホウオウエンジェル号

16002 6月13日 晴 良 （2函館1） 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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

58 ダ ッ チ マ ン �3青鹿 56
53 ▲亀田 温心小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 444－ 21：47．0 5．0�

57 ヒルノアントラ 牡3青鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B468－ 21：47．1� 7．0�
813 ショウナンアニメ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 11．2�
33 エムテイフラッシュ 牡3青鹿56 菱田 裕二谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 480± 01：47．2クビ 6．6�
46 ペイシャバイカ 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 474＋ 61：47．51� 127．1	
22 ホウオウガルーダ 牡3栗 56 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 476± 0 〃 クビ 26．9

712 アグードイメル 牡3栗 56 丸山 元気ケーエスHD 小野 次郎 平取 稲原牧場 480± 01：47．6クビ 10．9�
45 キ ン ブ レ ル 牡3鹿 56 横山 武史 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B460± 0 〃 アタマ 10．6�
69 エ ス パ ー 牡3鹿 56 藤岡 康太石川 達絵氏 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 448－ 61：47．7� 15．8
610 オ ッ ト 牡3黒鹿56 吉田 隼人中辻 明氏 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 404＋ 41：48．01� 19．6�
34 メイショウオイワキ 牡3黒鹿56 丹内 祐次松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 B480＋ 41：48．21� 4．8�
814 タイセイチアーズ 牝3栗 54 松田 大作田中 成奉氏 宮本 博 むかわ 市川牧場 442± 01：49．15 23．5�
711 ビービーバンクシー 牡3青 56 荻野 琢真�坂東牧場 野中 賢二 浦河 田中スタッド B484± 01：49．63 135．2�
11 クリノティファニー 牝3芦 54 岩田 康誠栗本 博晴氏 須貝 尚介 日高 木村牧場 432－ 41：49．91� 14．2�
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売 得 金
単勝： 25，334，400円 複勝： 45，164，000円 枠連： 10，034，400円
馬連： 44，635，700円 馬単： 18，917，100円 ワイド： 41，971，100円
3連複： 68，035，400円 3連単： 65，216，000円 計： 319，308，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 240円 � 340円 枠 連（5－5） 1，710円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，050円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 19，480円

票 数

単勝票数 計 253344 的中 � 40394（2番人気）
複勝票数 計 451640 的中 � 70510（1番人気）� 49133（4番人気）� 30282（7番人気）
枠連票数 計 100344 的中 （5－5） 4534（9番人気）
馬連票数 計 446357 的中 �� 21825（3番人気）
馬単票数 計 189171 的中 �� 4749（6番人気）
ワイド票数 計 419711 的中 �� 17608（3番人気）�� 10120（10番人気）�� 7471（19番人気）
3連複票数 計 680354 的中 ��� 8872（13番人気）
3連単票数 計 652160 的中 ��� 2427（28番人気）

ハロンタイム 6．6―11．0―12．3―12．6―12．9―12．2―12．7―12．9―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．6―29．9―42．5―55．4―1：07．6―1：20．3―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダ ッ チ マ ン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．7．28 小倉6着

2017．5．14生 �3青鹿 母 モットヒカリヲ 母母 メ ロ ン パ ン 15戦1勝 賞金 14，560，000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。
（非抽選馬） 1頭 シェイドオヴペイル号

第１回 函館競馬 第１日



16003 6月13日 晴 良 （2函館1） 第1日 第3競走 1，000�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

811 フ ァ ル ー ク �3栗 56 池添 謙一林 正道氏 池添 兼雄 新ひだか 服部 牧場 452－20 59．7 2．7�
56 リ タ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心 �ニッシンホール
ディングス 牧浦 充徳 洞�湖 レイクヴィラファーム 444＋ 4 59．91� 4．2�

79 スマートワイバーン 牡3鹿 56 荻野 琢真大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 静内山田牧場 478± 01：00．11� 22．7�
33 メイショウギンレイ 牡3芦 56

55 ☆団野 大成松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 422＋ 21：00．73� 6．7�
22 キタノギャラクシー 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 B480＋ 21：00．91� 6．5�
11 マ サ ト ッ プ 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹澤田 孝之氏 尾形 和幸 新冠 五丸農場 482＋ 8 〃 アタマ 81．4	
68 マコトヤマンバギリ 牡3栗 56 藤岡 康太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 464－ 41：01．11 4．8

710 スナイプトウショウ 牝3青鹿54 勝浦 正樹トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか 坂本 春雄 B464－201：01．42 72．1�
44 クワトロチェント 牡3栗 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム B482－ 81：01．61� 18．7
55 デルマエメラルド 牝3鹿 54 川島 信二浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 428＋121：01．7� 156．9�
812 ハヤブサジーニー 牡3鹿 56 杉原 誠人武田 修氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 446＋ 61：02．55 256．7�
67 バーチャルワンダー 牡3栗 56 丹内 祐次小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 478 ―1：02．81� 80．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，468，700円 複勝： 32，863，800円 枠連： 5，922，300円
馬連： 36，701，100円 馬単： 18，820，100円 ワイド： 30，008，800円
3連複： 47，156，900円 3連単： 67，793，400円 計： 266，735，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 170円 � 510円 枠 連（5－8） 780円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，010円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，590円 3 連 単 ��� 18，630円

票 数

単勝票数 計 274687 的中 � 79327（1番人気）
複勝票数 計 328638 的中 � 58132（2番人気）� 57271（3番人気）� 12385（7番人気）
枠連票数 計 59223 的中 （5－8） 5834（2番人気）
馬連票数 計 367011 的中 �� 36422（1番人気）
馬単票数 計 188201 的中 �� 11505（1番人気）
ワイド票数 計 300088 的中 �� 24543（3番人気）�� 7255（13番人気）�� 5132（17番人気）
3連複票数 計 471569 的中 ��� 6319（20番人気）
3連単票数 計 677934 的中 ��� 2638（68番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．7―35．5―47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 ・（9，11）6（3，2）（8，10）－4，1，5，7－12 4 ・（9，11）（3，6）2（8，10）－4，1－5－7－12

勝馬の
紹 介

フ ァ ル ー ク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2019．6．29 中京3着

2017．2．11生 �3栗 母 ウインファンタジア 母母 ミナミノバレッツ 6戦1勝 賞金 10，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 クワトロチェント号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月13日まで平地競走に出走でき

ない。

16004 6月13日 晴 良 （2函館1） 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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

814� ベッサメモー 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 和子氏 武 幸四郎 米
Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

B514－ 21：46．6 2．1�
46 アイルビーメジャー 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 4 〃 クビ 32．3�
22 バトルピアサー 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 402－ 61：46．91� 37．1�
711 オメガドラゴン 牡3鹿 56 吉田 隼人原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 472－20 〃 ハナ 7．7�
57 マイネルパイオニア 牡3鹿 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 464＋ 41：47．32� 6．7	

11 シェイクスピア 牡3青鹿56 池添 謙一 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 478－ 61：47．83 9．0


34 ホウオウベルタ 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士小笹 芳央氏 矢野 英一 日高 中前牧場 B430± 01：48．75 400．8�

33 カ ラ ヤ ン 牡3栗 56 杉原 誠人三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 478＋ 61：49．12 79．7�
712 ウインクルジニー 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 446± 0 〃 クビ 5．5
69 フクノソミュール 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹福島 祐子氏 粕谷 昌央 日高 株式会社
ケイズ 456＋ 81：49．73� 449．6�

45 ドリームバンドーム 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 464－161：49．9� 24．4�
58 � ピラミッドムーン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 松永 幹夫 米

Burleson Farm
& McKenzie
Bloodstock

B494－ 81：50．64 11．5�
813 タイセイプラチナム 牡3芦 56 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B458－ 21：51．13 61．3�
610� モズネイティブ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Breeze

Easy LLC 488－ 61：51．31 236．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，509，900円 複勝： 42，071，100円 枠連： 9，663，100円
馬連： 44，934，900円 馬単： 22，629，300円 ワイド： 37，415，500円
3連複： 59，184，800円 3連単： 78，399，300円 計： 323，807，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 660円 � 690円 枠 連（4－8） 1，540円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，370円 �� 5，640円

3 連 複 ��� 23，630円 3 連 単 ��� 77，750円

票 数

単勝票数 計 295099 的中 � 108140（1番人気）
複勝票数 計 420711 的中 � 120679（1番人気）� 12492（8番人気）� 12006（9番人気）
枠連票数 計 96631 的中 （4－8） 4842（5番人気）
馬連票数 計 449349 的中 �� 8972（15番人気）
馬単票数 計 226293 的中 �� 3222（19番人気）
ワイド票数 計 374155 的中 �� 7407（13番人気）�� 7126（14番人気）�� 1661（41番人気）
3連複票数 計 591848 的中 ��� 1878（66番人気）
3連単票数 計 783993 的中 ��� 731（218番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．3―41．6―54．3―1：07．0―1：19．7―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ベッサメモー �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Henny Hughes デビュー 2019．10．19 東京13着

2017．4．11生 牝3鹿 母 Midnight Visit 母母 Open Window 8戦1勝 賞金 12，470，000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） 2頭 コスモスーベニア号・メイショウシシオウ号
（非抽選馬） 1頭 マイネルエンカント号



16005 6月13日 晴 良 （2函館1） 第1日 第5競走 ��1，000�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
57．2
55．0

良
良

11 リ ン ゴ ア メ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 412 ― 57．6 3．9�
78 ク ム シ ラ コ 牡2栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 456 ― 57．91� 13．8�
55 トーセンロジャー 牡2鹿 54 菱田 裕二島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 434 ― 〃 クビ 8．3�
22 イ ー ウ ェ イ 牡2鹿 54 松田 大作奥田 貴敏氏 上村 洋行 青森 諏訪牧場 422 ― 58．21� 12．0�
66 フェイトリッパー 牡2鹿 54

53 ☆団野 大成鈴木 康弘氏 新谷 功一 新ひだか 武 牧場 472 ― 58．51� 4．7	
810 ベアフューチャー 牡2鹿 54 大野 拓弥熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 460 ― 58．71 30．2

33 ミラコロヴェルデ 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �グリーンファーム西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418 ― 〃 アタマ 4．4�
79 サンファボル 牡2栗 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 468 ― 59．01� 14．3
67 クリオシタース 牡2栗 54 横山 武史�ノースヒルズ 武藤 善則 浦河 中村 雅明 462 ―1：00．06 9．7�
811 サンデンビスタ 牝2鹿 54 加藤 祥太山田 春枝氏 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム 408 ―1：00．74 80．8�
44 アイフレンズ 牝2鹿 54 黛 弘人ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 428 ―1：00．8� 123．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 33，872，200円 複勝： 38，023，500円 枠連： 7，003，400円
馬連： 41，530，100円 馬単： 21，436，700円 ワイド： 31，683，500円
3連複： 55，258，400円 3連単： 70，928，800円 計： 299，736，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 320円 � 230円 枠 連（1－7） 1，250円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 640円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 33，780円

票 数

単勝票数 計 338722 的中 � 72005（1番人気）
複勝票数 計 380235 的中 � 71812（1番人気）� 26389（7番人気）� 42095（4番人気）
枠連票数 計 70034 的中 （1－7） 4323（5番人気）
馬連票数 計 415301 的中 �� 11723（13番人気）
馬単票数 計 214367 的中 �� 4494（11番人気）
ワイド票数 計 316835 的中 �� 7737（17番人気）�� 13178（5番人気）�� 5775（21番人気）
3連複票数 計 552584 的中 ��� 5342（36番人気）
3連単票数 計 709288 的中 ��� 1522（125番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．4―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．8―35．2―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．8
3 2，8，1，6，5－9（7，10）－3，4，11 4 2（1，8）6，5－（9，10）3－7，11－4

勝馬の
紹 介

リ ン ゴ ア メ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 マイネルラヴ 初出走

2018．4．26生 牝2黒鹿 母 マイネデセール 母母 メインディッシュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 クリオシタース号の騎手横山武史は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・3番・11番）

16006 6月13日 晴 良 （2函館1） 第1日 第6競走 1，200�2歳新馬
発走12時45分 （芝・右）

牝；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

11 ラ ヴ ケ リ ー 牝2鹿 54
53 ☆団野 大成水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 438 ―1：09．6 3．8�

66 スノークリスマス 牝2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 430 ―1：10．13 11．4�
44 セントポーリア 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：10．2� 19．0�
22 マリノブロッサム 牝2鹿 54 大野 拓弥�クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 444 ―1：10．52 5．1�
811 ピ ナ 牝2鹿 54 吉田 隼人畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 460 ―1：10．6クビ 5．9	
810 プリンニシテヤルノ 牝2鹿 54 丸山 元気ニューマレコード� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 クビ 7．0

33 リ ナ ー シ ェ 牝2鹿 54 柴山 雄一広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 412 ―1：10．81� 8．8�
79 ニシノエルサ 牝2芦 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 448 ― 〃 クビ 27．9�
67 ビーチリゾート 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 本間 忍 日高 浜本牧場 446 ―1：10．9クビ 117．7
78 ハンデンローズ 牝2栗 54 坂井 瑠星坂田 行夫氏 土田 稔 新冠 村上 進治 460 ―1：11．11� 71．5�
55 ウインルーア 牝2鹿 54 横山 武史�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 434 ― 〃 クビ 9．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，724，900円 複勝： 33，850，300円 枠連： 6，307，600円
馬連： 35，838，500円 馬単： 17，795，300円 ワイド： 27，964，200円
3連複： 47，060，300円 3連単： 60，510，800円 計： 262，051，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 320円 � 440円 枠 連（1－6） 1，620円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，040円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 26，030円

票 数

単勝票数 計 327249 的中 � 72356（1番人気）
複勝票数 計 338503 的中 � 67258（1番人気）� 24882（7番人気）� 16603（8番人気）
枠連票数 計 63076 的中 （1－6） 3014（7番人気）
馬連票数 計 358385 的中 �� 14587（9番人気）
馬単票数 計 177953 的中 �� 4554（7番人気）
ワイド票数 計 279642 的中 �� 9258（11番人気）�� 6989（16番人気）�� 2706（32番人気）
3連複票数 計 470603 的中 ��� 4546（33番人気）
3連単票数 計 605108 的中 ��� 1685（96番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．5―11．4―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．1―46．5―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 1－6，2，9，4（7，10）11（3，5）－8 4 1－6，2－（4，9）（7，10，11）（3，5）－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ヴ ケ リ ー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2018．1．24生 牝2鹿 母 ダームドゥラック 母母 フェアリーテールタイム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ラヴケリー号の騎手団野大成は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。



16007 6月13日 晴 良 （2函館1） 第1日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

814 ウインアルカンナ 牝3黒鹿54 横山 武史�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 62：01．8 4．8�
611 マスターワーク 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484－ 22：02．12 3．9�
22 トーセンロンド 牡3栗 56 大野 拓弥島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 440－ 22：02．31 32．3�
47 エボカシオン 牡3黒鹿56 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 516－ 42：02．4� 6．2	
610 ショウナンランチャ 牡3黒鹿56 加藤 祥太国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 434－102：02．5� 44．7

46 アンストッパブル 牡3鹿 56 藤岡 佑介吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 辻 牧場 470± 0 〃 クビ 2．9�
59 タ マ サ イ 牝3鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 中神牧場 434± 02：02．6クビ 22．9�
11 ヤンヤノカッサイ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成小田切有一氏 佐々木晶三 様似 猿倉牧場 500－ 2 〃 クビ 15．1
35 ト レ ベ ー ラ 牝3鹿 54 坂井 瑠星田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 62：02．81� 58．0�
712 ニシノコルレオーネ �3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 436－ 6 〃 アタマ 20．0�
34 ディーエスハリアー 牡3黒鹿56 丹内 祐次秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 荒井ファーム 446－10 〃 ハナ 28．5�
815 サンシャインキッド 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 元茂牧場 428－ 22：03．01� 90．5�
713 スピルアウト 牡3栗 56 蛯名 正義 �社台レースホース菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－122：03．31� 107．6�
23 ウ ラ ニ ア 牝3鹿 54 川島 信二田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 458＋222：03．51� 238．3�
58 ケイアイメープル 牡3鹿 56 吉田 隼人亀田 和弘氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 462＋ 42：06．2大差 162．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，109，300円 複勝： 37，132，200円 枠連： 7，828，500円
馬連： 37，756，600円 馬単： 17，471，300円 ワイド： 35，740，400円
3連複： 58，503，300円 3連単： 66，122，000円 計： 287，663，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 160円 � 630円 枠 連（6－8） 870円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，990円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 7，600円 3 連 単 ��� 27，030円

票 数

単勝票数 計 271093 的中 � 45059（3番人気）
複勝票数 計 371322 的中 � 58133（3番人気）� 70976（2番人気）� 11043（9番人気）
枠連票数 計 78285 的中 （6－8） 6969（4番人気）
馬連票数 計 377566 的中 �� 33511（3番人気）
馬単票数 計 174713 的中 �� 6658（7番人気）
ワイド票数 計 357404 的中 �� 31764（3番人気）�� 4251（23番人気）�� 5352（19番人気）
3連複票数 計 585033 的中 ��� 5766（24番人気）
3連単票数 計 661220 的中 ��� 1773（76番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．5―13．0―13．2―12．6―12．1―11．5―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―36．2―49．2―1：02．4―1：15．0―1：27．1―1：38．6―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7
1
3
14，10（2，11）（5，6，15）（3，7，12）（9，8）（1，13）4
14（10，11）2（6，15）5，12，7（3，13）（1，9）4＝8

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

勝馬の
紹 介

ウインアルカンナ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．11．17 東京7着

2017．4．7生 牝3黒鹿 母 アルカネット 母母 パーフェクション 7戦1勝 賞金 10，210，000円
〔3走成績による出走制限〕 スピルアウト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月13日まで平地競走に出走できな

い。
※ディーエスハリアー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16008 6月13日 晴 良 （2函館1） 第1日 第8競走 ��1，000�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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

68 アサカディオネ 牝3栗 52
51 ☆団野 大成浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 454＋14 58．1 1．7�

33 � キュウドウクン 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy
Stables, Inc. 466± 0 59．05 8．9�

811 メイショウカササギ 牝4鹿 55
52 ▲亀田 温心松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 474± 0 59．1� 6．5�

67 サノノショウグン �6栗 57 大野 拓弥佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 B456± 0 59．2クビ 17．9�
56 ケイゴールド 牝4青鹿55 黛 弘人布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 478＋ 4 〃 クビ 94．4�
55 � カ ク シ ン 牡3黒鹿54 丸山 元気風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

502＋ 4 〃 アタマ 29．8�
22 スズカパンサー 牡3栗 54 国分 恭介永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B462± 0 59．51� 17．2	
710	 ト ッ プ ギ ア 牡5鹿 57 杉原 誠人 
アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 452± 0 59．92
 156．8�
79 マノアフォールズ �4鹿 57 吉田 隼人吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B470± 01：00．11 37．6�
44 � エターナルブレイズ 牝4鹿 55

52 ▲秋山 稔樹
レッドマジック金成 貴史 愛
Ecurie Des Mon-
ceaux & Sky-
marc Farm Inc

468－ 61：00．2� 84．7
812 ゴーゴーチアフル 牝3栗 52

49 ▲山田 敬士上山 牧氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 490－ 41：00．41� 5．3�
11 	 スズカビステー 牡4鹿 57 柴山 雄一永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 伏木田牧場 448－ 21：00．82
 76．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，076，100円 複勝： 33，187，300円 枠連： 9，265，800円
馬連： 42，108，700円 馬単： 23，487，100円 ワイド： 32，963，400円
3連複： 57，248，100円 3連単： 83，084，600円 計： 318，421，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（3－6） 920円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 320円 �� 260円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 5，010円

票 数

単勝票数 計 370761 的中 � 173040（1番人気）
複勝票数 計 331873 的中 � 110771（1番人気）� 37258（4番人気）� 46648（3番人気）
枠連票数 計 92658 的中 （3－6） 7799（3番人気）
馬連票数 計 421087 的中 �� 34056（3番人気）
馬単票数 計 234871 的中 �� 12986（4番人気）
ワイド票数 計 329634 的中 �� 27020（3番人気）�� 35855（2番人気）�� 12879（7番人気）
3連複票数 計 572481 的中 ��� 31180（4番人気）
3連単票数 計 830846 的中 ��� 12014（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．4―12．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．3
3 8，11－（3，7）12，6－9，5，10－（2，4）1 4 8－11（3，7）－（6，12）－（5，9）－（2，10）4－1

勝馬の
紹 介

アサカディオネ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．10．26 京都2着

2017．4．30生 牝3栗 母 アサカプティット 母母 プティットイル 5戦2勝 賞金 18，800，000円



16009 6月13日 晴 良 （2函館1） 第1日 第9競走 1，700�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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

56 ユキノグローリー 牡3栗 54 川島 信二井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 490± 01：45．7 38．5�
33 シゲルタイタン 牡3鹿 54 横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 476± 01：46．02 10．5�
11 シャルロッテミノル 牝4鹿 55

54 ☆団野 大成吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 534＋ 81：46．31� 7．2�
44 ホウオウトゥルース �4栗 57 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472－ 41：46．62 8．5�
812 ウインドオブホープ �7栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 524－ 21：46．81� 15．7�
69 タニノシェクハンド 牡4栗 57 藤岡 康太谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 492＋ 41：46．9クビ 69．2	
710 ハニーエンパイア 牝4黒鹿55 吉田 隼人松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 460＋ 81：47．75 199．6

45 キセキノカガヤキ 牝4黒鹿55 黛 弘人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 464＋10 〃 クビ 55．6�
68 クリノブレーヴ 牡3鹿 54

51 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム 454＋ 41：47．91� 5．8
711 ペルルドール 牝3栗 52 坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 466＋ 41：48．22 1．8�
813 ディーイストワール 牡4鹿 57 蛯名 正義嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 クビ 30．0�
22 フィールドドウサン 牡5黒鹿57 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 B532－ 21：48．4� 82．7�
57 ベリッシモファルコ 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 真歌田中牧場 452± 0 〃 アタマ 483．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，031，600円 複勝： 46，556，200円 枠連： 9，318，500円
馬連： 52，028，000円 馬単： 24，685，400円 ワイド： 43，950，800円
3連複： 75，759，400円 3連単： 95，492，700円 計： 391，822，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，850円 複 勝 � 650円 � 260円 � 240円 枠 連（3－5） 11，850円

馬 連 �� 10，900円 馬 単 �� 21，670円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 2，870円 �� 960円

3 連 複 ��� 22，720円 3 連 単 ��� 203，620円

票 数

単勝票数 計 440316 的中 � 9144（8番人気）
複勝票数 計 465562 的中 � 16037（7番人気）� 50226（5番人気）� 56237（3番人気）
枠連票数 計 93185 的中 （3－5） 609（26番人気）
馬連票数 計 520280 的中 �� 3696（31番人気）
馬単票数 計 246854 的中 �� 854（62番人気）
ワイド票数 計 439508 的中 �� 3781（31番人気）�� 3880（29番人気）�� 12183（12番人気）
3連複票数 計 757594 的中 ��� 2500（73番人気）
3連単票数 計 954927 的中 ��� 340（525番人気）

ハロンタイム 6．7―10．8―11．9―12．6―12．9―12．4―12．5―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．5―29．4―42．0―54．9―1：07．3―1：19．8―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユキノグローリー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．8．4 小倉12着

2017．4．22生 牡3栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 9戦2勝 賞金 15，300，000円
〔制裁〕 ペルルドール号の騎手坂井瑠星は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

16010 6月13日 晴 良 （2函館1） 第1日 第10競走 ��2，600�
こ ま が た け

駒 ケ 岳 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53�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．1

良
良

44 シークレットアイズ 牡4黒鹿57 丸山 元気山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 498－ 22：38．7 7．4�
77 カ ラ ミ ン サ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 506＋262：38．8� 8．8�
22 ポベーダテソーロ 牡4鹿 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 478－ 22：38．9� 18．0�
89 � ロイヤルディクリー 牡5鹿 57 山田 敬士Mr．ホース 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532－ 4 〃 アタマ 27．5�
11 ウインベイランダー 牡3芦 53 横山 武史�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 486± 02：39．0クビ 3．0�
66 � ア ス テ ィ �4栗 57 吉田 隼人山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 420－222：39．63� 15．6	
55 コスモジェミラ 牝3芦 51 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 462± 02：40．13 2．8�
33 � クリノゴーギャン 牡5鹿 57 川島 信二栗本 博晴氏 新谷 功一 新ひだか 北洋牧場 446－ 62：40．84 122．8�
88 ディーグランデ �6鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 474＋16 〃 クビ 6．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，541，100円 複勝： 36，514，900円 枠連： 8，413，300円
馬連： 52，952，100円 馬単： 26，787，600円 ワイド： 36，053，300円
3連複： 71，988，900円 3連単： 122，724，200円 計： 387，975，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 260円 � 330円 枠 連（4－7） 3，220円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，010円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 11，240円 3 連 単 ��� 58，490円

票 数

単勝票数 計 325411 的中 � 34823（4番人気）
複勝票数 計 365149 的中 � 38336（4番人気）� 38176（5番人気）� 27801（6番人気）
枠連票数 計 84133 的中 （4－7） 2023（14番人気）
馬連票数 計 529521 的中 �� 12323（15番人気）
馬単票数 計 267876 的中 �� 3044（30番人気）
ワイド票数 計 360533 的中 �� 9284（14番人気）�� 9275（15番人気）�� 4618（24番人気）
3連複票数 計 719889 的中 ��� 4801（40番人気）
3連単票数 計1227242 的中 ��� 1521（193番人気）

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

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―24．8―36．6―48．6―1：00．1―1：12．7―1：24．9―1：37．4―1：50．0―2：02．2―2：14．3―2：26．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シークレットアイズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marju デビュー 2019．8．4 新潟5着

2016．3．5生 牡4黒鹿 母 ジョリージョコンド 母母 Jioconda 7戦1勝 賞金 14，103，000円



16011 6月13日 晴 良 （2函館1） 第1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，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
北海道日刊スポーツ新聞社賞（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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

12 ファイブフォース 牝6鹿 55 団野 大成�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 504＋141：07．9 79．7�

713 ウォーターエデン 牝4鹿 55 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 484＋ 4 〃 クビ 8．6�
11 ア リ ア 牝5栗 55 杉原 誠人樋口 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 506＋ 81：08．0� 11．5�
36 ショウナンマッシブ 牡6鹿 57 横山 武史国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 472＋ 2 〃 ハナ 8．1�
816 ファンタジステラ 牡6鹿 57 亀田 温心 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 クビ 9．3	
35 ケ ワ ロ ス 牝5鹿 55 蛯名 正義 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 450＋ 41：08．1� 16．0

47 シゲルベンガルトラ 牡6栗 57 柴山 雄一森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 476± 01：08．2� 33．0�
714 シュエットヌーベル 牝6栗 55 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 468－12 〃 ハナ 49．3�
612 グランドピルエット 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 494＋12 〃 アタマ 28．5
48 タガノカルラ 牡4鹿 57 松田 大作八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋161：08．3� 16．6�
510 ファイトフォーラヴ 牡4鹿 57 国分 恭介金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 464＋ 41：08．4クビ 77．1�
24 スマイルスター 牝4栗 55 大野 拓弥 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 506－ 61：08．61� 7．8�
815 マイネルアルケミー 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 480－10 〃 ハナ 8．0�
59 ヴィーナスフローラ 牝6栗 55 藤岡 康太大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 0 〃 クビ 35．1�
23 ジュニパーベリー 牝3鹿 52 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 466＋121：08．91� 4．2�
611 ウ ィ ズ 牡5鹿 57 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 488＋ 21：09．0クビ 14．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，550，700円 複勝： 94，909，600円 枠連： 39，218，400円
馬連： 163，649，600円 馬単： 52，958，500円 ワイド： 118，095，600円
3連複： 271，267，800円 3連単： 256，573，100円 計： 1，055，223，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，970円 複 勝 � 2，180円 � 270円 � 390円 枠 連（1－7） 5，390円

馬 連 �� 46，470円 馬 単 �� 103，700円

ワ イ ド �� 10，050円 �� 10，960円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 198，100円 3 連 単 ��� 2，021，900円

票 数

単勝票数 計 585507 的中 � 5875（16番人気）
複勝票数 計 949096 的中 � 9735（16番人気）� 104217（3番人気）� 65020（7番人気）
枠連票数 計 392184 的中 （1－7） 5639（22番人気）
馬連票数 計1636496 的中 �� 2729（95番人気）
馬単票数 計 529585 的中 �� 383（199番人気）
ワイド票数 計1180956 的中 �� 3005（91番人気）�� 2753（97番人気）�� 14722（26番人気）
3連複票数 計2712678 的中 ��� 1027（402番人気）
3連単票数 計2565731 的中 ��� 92（2853番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．9―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．1―44．5―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．8
3 4，16（1，3，11）－（2，5，15）（7，10，13）（6，8）14，12－9 4 ・（4，16）1（3，11）（2，5，15）（10，13）7（6，8）14，12－9
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ファイブフォース �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．12．3 中山4着

2014．4．13生 牝6鹿 母 バクシンスクリーン 母母 サンデースクリーン 22戦4勝 賞金 44，798，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 イルヴェントデーア号・カステヘルミ号・シルヴェーヌ号・ブリングイットオン号・ボストンテソーロ号・

ミルメルシー号

16012 6月13日 晴 良 （2函館1） 第1日 第12競走 1，800�
ゆ う ら っ ぷ

遊 楽 部 特 別
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

79 レースガーデン 牝4芦 55 水口 優也金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468－ 21：47．9 11．9�

22 ルビーカサブランカ 牝3栗 52 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：48．11 5．0�

67 レオンドーロ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 4 〃 クビ 3．9�
33 ワタシヲマッテル 牝5栗 55 池添 謙一小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 468－ 2 〃 アタマ 27．9�
56 マイタイムオブデイ 牝4栗 55 松田 大作 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：48．41� 27．9	
812 ルンルンクオリティ 牝4黒鹿55 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 490＋ 2 〃 ハナ 29．1

811 マジックリアリズム 牝4鹿 55 大野 拓弥 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B456＋ 81：48．5クビ 35．6�
710 ポレンティア 牝3青鹿52 丸山 元気 �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 2 〃 クビ 2．4�
68 レディーキティ 牝5鹿 55 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 410－ 41：48．6クビ 28．3
44 ブライティアセルバ 牝4黒鹿55 横山 武史小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 424＋ 41：48．7� 14．2�
11 インペリオーソ 牝5青鹿55 菱田 裕二吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 480＋ 6 〃 クビ 91．0�
55 レ ロ ー ヴ 牝6鹿 55 坂井 瑠星今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 510－ 6 〃 アタマ 18．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，711，500円 複勝： 69，902，500円 枠連： 16，659，100円
馬連： 91，708，400円 馬単： 39，001，800円 ワイド： 73，066，100円
3連複： 129，693，400円 3連単： 170，677，400円 計： 646，420，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 260円 � 180円 � 160円 枠 連（2－7） 600円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 6，450円

ワ イ ド �� 940円 �� 720円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 22，510円

票 数

単勝票数 計 557115 的中 � 37171（4番人気）
複勝票数 計 699025 的中 � 60389（5番人気）� 104864（3番人気）� 125475（2番人気）
枠連票数 計 166591 的中 （2－7） 21366（2番人気）
馬連票数 計 917084 的中 �� 27516（8番人気）
馬単票数 計 390018 的中 �� 4534（22番人気）
ワイド票数 計 730661 的中 �� 19025（8番人気）�� 25456（6番人気）�� 46008（3番人気）
3連複票数 計1296934 的中 ��� 31156（6番人気）
3連単票数 計1706774 的中 ��� 5497（66番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．5―12．8―12．5―11．7―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―35．9―48．7―1：01．2―1：12．9―1：24．6―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0
1
3
・（4，9）10，7（3，11）5，2，6（1，12）－8・（4，9）10（3，7，11）（2，5）（1，6，12）－8

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

勝馬の
紹 介

レースガーデン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．9．1 札幌1着

2016．5．11生 牝4芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 7戦2勝 賞金 25，313，000円
〔制裁〕 マイタイムオブデイ号の騎手松田大作は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。



（2函館1）第1日 6月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 155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

172，840，000円
6，010，000円
19，040，000円
1，180，000円
19，150，000円
63，051，500円
4，262，500円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
435，951，800円
561，385，500円
140，429，200円
696，272，600円
306，894，400円
560，947，600円
1，027，989，500円
1，219，440，600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 4，949，311，200円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回函館競馬第1日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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