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16037 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4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 ラ キ 牝3鹿 54 武 豊 �ニッシンホール
ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 452＋ 21：09．4 2．8�

714 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 480＋ 61：09．71� 7．5�

48 アチェロイス 牝3栗 54 横山 武史岡田 牧雄氏 菊沢 隆徳 日高 広富牧場 420－ 61：09．91� 7．2�
510 サンアントニオ �3鹿 56 松田 大作椎名 節氏 武 英智 浦河 中神牧場 B454－ 81：10．11� 100．4�
611 シアープレジャー 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 420± 0 〃 クビ 10．8�
35 ホウオウエンジェル 牝3鹿 54 坂井 瑠星小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 454± 0 〃 アタマ 26．5	
36 ハッピーペコ 牝3栗 54 城戸 義政 �ローレルレーシング 奥村 豊 新冠 ハクツ牧場 410－ 6 〃 ハナ 3．4

24 ユーメイドリーム 牝3黒鹿54 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 浦河 金成吉田牧場 434± 01：10．31� 36．3�
816 コ ン ウ ィ 牡3鹿 56 岩田 康誠中村 祐子氏 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 448± 0 〃 アタマ 14．0�
11 ロ ジ シ ッ プ 牡3鹿 56 菱田 裕二久米田正明氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 436－ 6 〃 クビ 30．1
713 クリムゾンオーラ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 444－ 21：10．4クビ 31．7�

612 ヴォーグロックユー 牡3栗 56 丹内 祐次志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 480＋ 4 〃 クビ 149．9�
59 カイトガイア 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹本田 恒雄氏 武市 康男 浦河 栄進牧場 456＋ 61：10．61� 216．0�
815 ケイアイメープル 牡3鹿 56 川島 信二亀田 和弘氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 466＋ 4 〃 ハナ 293．5�
12 キ ラ ビ ヤ カ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心岡田 牧雄氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 412－ 21：10．7� 70．7�
23 ステーションワン 牡3鹿 56 加藤 祥太薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 462－101：10．8� 219．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，514，600円 複勝： 49，732，300円 枠連： 8，945，600円
馬連： 56，872，700円 馬単： 23，117，100円 ワイド： 51，783，700円
3連複： 85，166，500円 3連単： 84，062，100円 計： 391，194，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 190円 � 250円 枠 連（4－7） 660円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 540円 �� 450円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 10，480円

票 数

単勝票数 計 315146 的中 � 89358（1番人気）
複勝票数 計 497323 的中 � 116285（1番人気）� 64842（3番人気）� 42798（5番人気）
枠連票数 計 89456 的中 （4－7） 10390（2番人気）
馬連票数 計 568727 的中 �� 31287（6番人気）
馬単票数 計 231171 的中 �� 8413（4番人気）
ワイド票数 計 517837 的中 �� 24701（5番人気）�� 30868（2番人気）�� 13446（11番人気）
3連複票数 計 851665 的中 ��� 26288（4番人気）
3連単票数 計 840621 的中 ��� 5810（18番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．4―12．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．9―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ キ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2019．9．22 中山3着

2017．4．4生 牝3鹿 母 キスショット 母母 キ ュ ー 8戦1勝 賞金 11，980，000円
〔3走成績による出走制限〕 コンウィ号・ヴォーグロックユー号・カイトガイア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月

21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 スターオブフォース号・リオマッジョーレ号

16038 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4日 第2競走 ��
��1，000�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
57．7
56．9

重
重

55 デルマラピスラズリ 牡3鹿 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 506± 01：00．0 24．1�
33 � アルファジップ 牝3栗 54 武 豊�グランド牧場 伊藤 圭三 米 Overbrook

Farm B452± 0 〃 クビ 3．3�
44 ロードドミニオン 牡3鹿 56 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか タイヘイ牧場 444＋ 2 〃 ハナ 3．9�
11 ユ キ ネ エ 牝3黒鹿54 水口 優也杉野 公彦氏 浜田多実雄 浦河 ディアレスト

クラブ 436＋121：00．1クビ 21．0�
811 カテドラルロック 牝3栗 54 勝浦 正樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 422＋ 41：00．31� 29．2	
67 ニーケススマイル 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹�高橋ファーム 蛯名 利弘 浦河 大北牧場 458＋ 2 〃 アタマ 4．1

22 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± 01：00．83 5．1�
56 キタノギャラクシー 牡3鹿 56 菱田 裕二北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 B476－ 4 〃 クビ 9．3�
710 サウンドマヒナ 牝3栗 54 古川 吉洋増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 飛渡牧場 454± 01：01．86 198．1
79 キタノタカワシ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 様似 髙村 伸一 B456＋ 61：02．01	 52．7�
68 ディスイズミー 牡3鹿 56 川島 信二成富 直行氏 新谷 功一 新冠 浅川牧場 444 ―1：02．42 128．2�
812 ハ ル バ ー ド 牡3黒鹿56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 原田 久司 464＋ 21：02．61	 128．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，717，500円 複勝： 46，408，800円 枠連： 6，155，000円
馬連： 48，257，200円 馬単： 25，408，600円 ワイド： 40，721，800円
3連複： 71，627，300円 3連単： 98，176，500円 計： 371，472，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 350円 � 150円 � 160円 枠 連（3－5） 1，320円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 11，910円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 1，020円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 50，660円

票 数

単勝票数 計 347175 的中 � 11481（7番人気）
複勝票数 計 464088 的中 � 25081（6番人気）� 92837（1番人気）� 83554（3番人気）
枠連票数 計 61550 的中 （3－5） 3613（7番人気）
馬連票数 計 482572 的中 �� 9796（13番人気）
馬単票数 計 254086 的中 �� 1600（40番人気）
ワイド票数 計 407218 的中 �� 7937（15番人気）�� 9734（13番人気）�� 33508（2番人気）
3連複票数 計 716273 的中 ��� 14176（13番人気）
3連単票数 計 981765 的中 ��� 1405（160番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．3―35．1―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマラピスラズリ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 オンファイア デビュー 2020．2．23 東京6着

2017．3．22生 牡3鹿 母 デルマアマノジャク 母母 テンシノウタ 5戦1勝 賞金 5，610，000円
〔3走成績による出走制限〕 キタノタカワシ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月21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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イデアイホマジョル号・カクシン号・コウイチ号・バーチャルワンダー号

第１回 函館競馬 第４日



16039 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 640，000
640，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

814 ラスティングラヴ 牝3鹿 54 吉田 隼人水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 506＋ 21：47．3 11．1�
22 マイネルエンカント 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 61：47．62 14．7�
45 サンロックランド 牡3鹿 56 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 500＋ 4 〃 ハナ 27．7�
610 デルマルビー 牝3栗 54 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 千田 輝彦 日高 ファニーヒルファーム 472＋161：47．7� 185．5�
813 モズピンポン 牡3栗 56 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 508＋ 2 〃 同着 8．6�
33 メイショウトラヒメ 牝3青 54 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 466＋101：48．01� 4．4	
712 ウォータージョイ 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 476－ 81：48．32 31．3

69 サクセスリバース 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士髙嶋 哲氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 508＋ 41：48．51� 9．7�
46 ケイアイタカプナ 牡3黒鹿56 横山 武史亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 21：48．6� 2．1�
11 クリノターハイ 牡3栗 56 柴山 雄一栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 永村 侑 484－ 41：49．34 13．3
58 ディープマックス 牡3鹿 56 国分 恭介深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 本桐牧場 438－ 4 〃 ハナ 222．8�
34 ジ ョ ウ ハ リ 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心林 弘之氏 田島 俊明 様似 様似共栄牧場 450＋121：49．72� 72．2�
711 トゥゲザーアゲイン 牡3栗 56 黛 弘人グリーンスウォード伊藤 伸一 浦河 草薙 利昭 442＋ 21：50．44 48．9�
57 ボッシェボーレン 牝3鹿 54 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 464＋ 21：54．1大差 413．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，160，200円 複勝： 43，893，900円 枠連： 8，610，100円
馬連： 45，568，400円 馬単： 20，308，300円 ワイド： 40，797，300円
3連複： 67，564，100円 3連単： 72，171，400円 計： 335，073，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 400円 � 400円 � 840円 枠 連（2－8） 2，560円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 10，680円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 3，990円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 42，190円 3 連 単 ��� 237，830円

票 数

単勝票数 計 361602 的中 � 26045（5番人気）
複勝票数 計 438939 的中 � 30504（6番人気）� 29634（7番人気）� 12738（8番人気）
枠連票数 計 86101 的中 （2－8） 2605（10番人気）
馬連票数 計 455684 的中 �� 6961（19番人気）
馬単票数 計 203083 的中 �� 1425（35番人気）
ワイド票数 計 407973 的中 �� 7214（17番人気）�� 2605（36番人気）�� 2713（33番人気）
3連複票数 計 675641 的中 ��� 1201（102番人気）
3連単票数 計 721714 的中 ��� 220（500番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．3―12．8―12．9―12．3―12．7―12．6―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．5―43．3―56．2―1：08．5―1：21．2―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．8
1
3
14（11，13）10，12（9，3，6）－1（4，7）（2，8）－5・（14，13，10）（11，3）9（2，12，6，5）1，8，4＝7

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

勝馬の
紹 介

ラスティングラヴ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2020．3．20 阪神11着

2017．4．22生 牝3鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 5戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボッシェボーレン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月21日まで平地競

走に出走できない。

16040 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

牝；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
1：45．7
1：43．9

良
良

11 サンテローズ 牝3栗 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 510 ―1：48．2 5．6�
59 ジ レ ー ネ 牝3黒鹿54 藤岡 康太�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404－101：48．62� 36．3�
12 アドマイヤメティス 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 410－101：48．92 17．2�
24 アントルラッセ 牝3鹿 54 古川 吉洋�下河辺牧場 上村 洋行 日高 下河辺牧場 398－ 81：49．22 33．4�
816 ラザフォード 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成潘 蘇通氏 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 434＋ 2 〃 アタマ 3．7	

713 ホッコーラプラス 牝3鹿 54 池添 謙一北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 436＋121：49．51� 8．4

612 ヤマニンプティパ 牝3鹿 54 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 434＋ 61：49．6� 3．5�
510 ウィシュカムトゥル 牝3鹿 54 菱田 裕二 H.F Association 石橋 守 新ひだか 沖田 忠幸 472＋ 2 〃 クビ 141．8�
815 ユークレース 牝3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：49．7クビ 18．9
714 サービスエース 牝3黒鹿54 畑端 省吾 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 日高 出口牧場 428＋ 21：49．8� 10．4�
48 デ ア 牝3鹿 54 柴山 雄一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 420＋ 81：49．9� 34．5�
611 ピクトグラム 牝3青鹿54 荻野 琢真�須野牧場 今野 貞一 日高 新井 昭二 434＋141：50．11 218．7�
47 ゴールドリアリティ 牝3鹿 54 丹内 祐次居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 446＋ 81：50．2� 157．0�
35 ネオアンビシャス 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士 �ユートピア牧場 林 徹 むかわ 上水牧場 454－ 41：50．62� 310．4�
23 カ ナ ワ ン 牝3青鹿54 横山 和生由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 454＋20 〃 クビ 27．3�
36 ミッキーノワ 牝3栃栗54 坂井 瑠星野田みづき氏 大久保龍志 日高 白井牧場 440＋ 61：52．4大差 16．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，423，400円 複勝： 49，032，700円 枠連： 10，109，400円
馬連： 45，531，100円 馬単： 18，640，900円 ワイド： 46，146，100円
3連複： 68，097，200円 3連単： 67，341，900円 計： 339，322，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 280円 � 980円 � 530円 枠 連（1－5） 7，610円

馬 連 �� 13，200円 馬 単 �� 20，650円

ワ イ ド �� 4，050円 �� 2，030円 �� 5，280円

3 連 複 ��� 42，880円 3 連 単 ��� 168，350円

票 数

単勝票数 計 344234 的中 � 49029（3番人気）
複勝票数 計 490327 的中 � 53053（4番人気）� 11884（12番人気）� 23528（7番人気）
枠連票数 計 101094 的中 （1－5） 1029（25番人気）
馬連票数 計 455311 的中 �� 2672（43番人気）
馬単票数 計 186409 的中 �� 677（76番人気）
ワイド票数 計 461461 的中 �� 2924（46番人気）�� 5942（25番人気）�� 2236（57番人気）
3連複票数 計 680972 的中 ��� 1191（126番人気）
3連単票数 計 673419 的中 ��� 290（552番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―12．3―12．8―11．8―11．7―12．0―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―36．0―48．8―1：00．6―1：12．3―1：24．3―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンテローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Aldebaran 初出走

2017．2．27生 牝3栗 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ネオアンビシャス号の騎手山田敬士は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・8番・14

番・15番・16番）
ホッコーラプラス号の騎手池添謙一は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害
馬：6番）

〔その他〕 ミッキーノワ号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



16041 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4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
1：08．7
1：07．8

良
良

79 � ブルースピリット 牡2鹿 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 愛
Deerpark Stud
& Irish Na-
tional Stud

482 ―1：09．5 2．5�
811 ボ ル ゲ リ 牡2鹿 54 横山 和生チームユッキレーシング 大江原 哲 日高 広富牧場 488 ―1：09．71� 11．4�
812 ロ ジ ネ イ ア 牝2黒鹿54 武 豊久米田正明氏 古賀 慎明 洞	湖 レイクヴィラファーム 422 ―1：10．23 6．4�
68 フレンドロマン 牝2芦 54

51 ▲山田 敬士横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 388 ―1：10．52 119．5�

67 ビップレックス 牡2鹿 54 坂井 瑠星鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 442 ―1：10．6クビ 7．5�
33 ピットフォル 牝2栗 54 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 458 ―1：10．7
 104．4	
710 メイショウワゲン 牡2青鹿 54

53 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 492 ―1：11．12
 43．4

44 � リンカーンテソーロ 牡2栗 54 丸山 元気了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings 462 ―1：11．2クビ 5．8�

55 トーセンイヴ 牝2栗 54 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 424 ―1：11．41� 26．8�

22 ペプチドハオー 牡2栗 54 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 474 ― 〃 クビ 9．6�
56 ミルサクセサー 牡2芦 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：11．5
 106．6�
11 ピュアエール 牝2芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ヒカル牧場 448 ―1：13．09 18．3�
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売 得 金
単勝： 42，212，100円 複勝： 46，270，200円 枠連： 7，655，200円
馬連： 49，972，300円 馬単： 24，942，900円 ワイド： 40，887，700円
3連複： 66，684，900円 3連単： 82，833，200円 計： 361，458，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 230円 � 180円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 450円 �� 380円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 12，020円

票 数

単勝票数 計 422121 的中 � 140657（1番人気）
複勝票数 計 462702 的中 � 128063（1番人気）� 40737（6番人気）� 58714（3番人気）
枠連票数 計 76552 的中 （7－8） 16304（1番人気）
馬連票数 計 499723 的中 �� 27664（5番人気）
馬単票数 計 249429 的中 �� 7709（8番人気）
ワイド票数 計 408877 的中 �� 23859（4番人気）�� 28457（3番人気）�� 12454（10番人気）
3連複票数 計 666849 的中 ��� 17617（9番人気）
3連単票数 計 828332 的中 ��� 4995（31番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．9―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―45．4―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブルースピリット �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Galileo 初出走

2018．4．27生 牡2鹿 母 Jasmine Blue 母母 Impressionist Art 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16042 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4日 第6競走 ��
��2，600�3歳未勝利

発走12時45分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
2：37．3
2：37．1

良
良

611 ビーマイオーシャン 牡3青鹿 56
55 ☆団野 大成 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B480－ 62：38．3 8．0�

712 タイミングハート 牡3黒鹿56 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 450＋102：39．57 4．3�
22 ガニュメデスレイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介五十川雅規氏 庄野 靖志 日高 スマイルファーム 428＋ 6 〃 クビ 24．9�
713 リ ア ム 牡3鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518－ 22：39．81� 4．8�
58 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 440＋ 62：39．9� 23．2	
814 ト レ ベ ー ラ 牝3鹿 54 古川 吉洋田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 488－ 22：40．0� 160．1

46 アイゼングラフ 	3芦 56 吉田 隼人藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 438＋ 42：40．31� 12．7�
47 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 448＋ 22：40．51 64．2�
610 ビットクラッシャー 牡3鹿 56 横山 和生安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472－ 42：40．71� 9．0
59 イ グ ニ タ ス 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 488－ 62：40．8� 104．1�
11 ロンドンストライプ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 モトスファーム 452－ 62：40．9クビ 101．9�
35 アンストッパブル 牡3鹿 56 池添 謙一吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 辻 牧場 470± 02：41．11
 4．9�
815 ア ル マ ス 牡3栗 56 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 390＋ 22：43．7大差 16．4�
23 レーベンレジェンダ 牡3鹿 56 坂井 瑠星金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 82：44．12� 9．9�
34 タイセイプラチナム 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B456－ 22：45．9大差 93．4�
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売 得 金
単勝： 26，311，400円 複勝： 40，416，900円 枠連： 8，982，700円
馬連： 38，354，400円 馬単： 15，994，200円 ワイド： 35，893，300円
3連複： 59，900，600円 3連単： 61，335，700円 計： 287，189，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 250円 � 200円 � 580円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 700円 �� 3，230円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 14，440円 3 連 単 ��� 74，980円

票 数

単勝票数 計 263114 的中 � 26063（4番人気）
複勝票数 計 404169 的中 � 43244（4番人気）� 59334（3番人気）� 15153（10番人気）
枠連票数 計 89827 的中 （6－7） 16176（1番人気）
馬連票数 計 383544 的中 �� 17066（4番人気）
馬単票数 計 159942 的中 �� 3168（12番人気）
ワイド票数 計 358933 的中 �� 13874（4番人気）�� 2762（42番人気）�� 4698（28番人気）
3連複票数 計 599006 的中 ��� 3110（55番人気）
3連単票数 計 613357 的中 ��� 593（282番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．4―12．4―12．1―12．5―12．6―12．3―11．9―12．0―12．2―11．5―12．1

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�
12．6―24．3―36．7―49．1―1：01．2―1：13．7―1：26．3―1：38．6―1：50．5―2：02．5―2：14．7―2：26．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビーマイオーシャン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．3．8 阪神9着

2017．4．10生 牡3青鹿 母 ディープストーリー 母母 リードストーリー 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルマス号・タイセイプラチナム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月

21日まで平地競走に出走できない。
レーベンレジェンダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月21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〕 イグニタス号・ロンドンストライプ号・タイセイプラチナム号は，「3走成績による出走制限」のため，
令和2年8月21日まで平地競走に出走できない。



16043 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4日 第7競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時15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 7，600，000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

44 ベルクワイア 牝4鹿 55 池添 謙一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518＋101：46．6 3．7�
78 メイショウカスガ 牝4栗 55 吉田 隼人松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 462－ 41：46．92 15．8�
11 ワンダーマンボ 牝4黒鹿55 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 472＋101：47．11� 4．2�
33 � マーブルサニー 牝4芦 55

52 ▲山田 敬士下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 484＋ 41：47．2クビ 9．7�

55 ネオファルコン 牝4鹿 55 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 456－ 2 〃 クビ 9．1�
79 ハニーエンパイア 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 B458－ 21：47．41� 89．9	
22 ア ポ ロ ニ ケ 牝3鹿 52 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡野牧場 466＋121：47．93 57．2

811 トゥービーシック 牝4黒鹿55 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 444＋ 61：48．11� 91．8�
66 アドマイヤミランダ 牝3芦 52 武 豊近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 5．6�
67 � ブライトパス 牝5鹿 55

54 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：48．41	 5．1
810 スマートラビリンス 牝3栗 52 藤岡 康太大川 徹氏 小崎 憲 日高 株式会社ス

マート 462＋121：50．5大差 15．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 31，781，800円 複勝： 41，219，300円 枠連： 7，436，500円
馬連： 41，424，500円 馬単： 19，047，200円 ワイド： 36，620，900円
3連複： 59，536，000円 3連単： 78，253，000円 計： 315，319，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 410円 � 170円 枠 連（4－7） 3，090円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 440円 �� 660円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 23，570円

票 数

単勝票数 計 317818 的中 � 67706（1番人気）
複勝票数 計 412193 的中 � 69164（2番人気）� 20145（8番人気）� 68795（3番人気）
枠連票数 計 74365 的中 （4－7） 1865（14番人気）
馬連票数 計 414245 的中 �� 8717（18番人気）
馬単票数 計 190472 的中 �� 2700（26番人気）
ワイド票数 計 366209 的中 �� 7225（22番人気）�� 22898（2番人気）�� 14234（9番人気）
3連複票数 計 595360 的中 ��� 11097（15番人気）
3連単票数 計 782530 的中 ��� 2407（94番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―11．9―12．6―12．7―12．5―12．9―12．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．8―42．4―55．1―1：07．6―1：20．5―1：33．4

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

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

勝馬の
紹 介

ベルクワイア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2018．6．17 東京2着

2016．2．23生 牝4鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 6戦2勝 賞金 17，900，000円

16044 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （芝・右）
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
1：06．8
1：06．5

良
良

33 シャイニールミナス 牝3鹿 52 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 460＋ 21：08．7 3．0�
66 � レイナブローニュ 牝4栗 55

54 ☆団野 大成山本又一郎氏 古賀 慎明 新冠 秋田牧場 460＋ 2 〃 クビ 11．0�
55 � ラストプライドワン 牡6黒鹿57 柴山 雄一嶋田 賢氏 奥村 武 新ひだか 岡田牧場 476＋ 21：08．8クビ 70．2�
44 � ト ッ プ ギ ア 牡5鹿 57 横山 和生 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 448－ 41：08．9	 73．3�
11 ブライティアセルバ 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 426＋ 21：09．0	 10．2�
22 エ ス ト ロ 牝3鹿 52 横山 武史 	サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 ハナ 4．3

77 トウケイタンホイザ 牡3黒鹿54 大野 拓弥木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 468－ 21：09．1
 18．6�
78 ヴァルドワーズ 牝4栗 55 池添 謙一 	シルクレーシング 和田正一郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 458± 01：09．31� 3．7�
810 ジ ュ ラ ン ド 牝3栗 52

49 ▲山田 敬士	川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 420＋ 2 〃 クビ 16．5
89 シゲルミカヅキ 牡3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 中神牧場 444＋ 21：09．4クビ 10．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 35，541，800円 複勝： 37，247，000円 枠連： 5，912，200円
馬連： 42，124，200円 馬単： 22，569，300円 ワイド： 36，203，100円
3連複： 61，710，100円 3連単： 88，054，800円 計： 329，362，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 280円 � 1，150円 枠 連（3－6） 1，490円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 660円 �� 2，530円 �� 5，920円

3 連 複 ��� 21，720円 3 連 単 ��� 64，410円

票 数

単勝票数 計 355418 的中 � 93884（1番人気）
複勝票数 計 372470 的中 � 71267（2番人気）� 33873（5番人気）� 6473（9番人気）
枠連票数 計 59122 的中 （3－6） 3069（8番人気）
馬連票数 計 421242 的中 �� 17802（7番人気）
馬単票数 計 225693 的中 �� 5620（11番人気）
ワイド票数 計 362031 的中 �� 15089（7番人気）�� 3591（25番人気）�� 1510（36番人気）
3連複票数 計 617101 的中 ��� 2130（60番人気）
3連単票数 計 880548 的中 ��� 991（232番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．9―11．3―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．4―44．7―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニールミナス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2019．8．4 新潟5着

2017．4．11生 牝3鹿 母 ム カ ラ フ ァ 母母 Courtroom Antics 10戦2勝 賞金 22，908，000円



16045 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4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

33 エバンタイユドール 牝3栗 52
49 ▲山田 敬士井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン

テンファーム 514＋ 41：47．1 9．8�
55 ピクシーメイデン 牝4鹿 55 藤岡 佑介ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 21：47．2� 2．7�
79 フォレストタウン �6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 �川 啓一 506－ 61：47．3	 20．4�
44 アポロセイラン 牡3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 464＋121：47．72� 20．4�
66 クールインパクト 牡3栗 54 吉田 隼人佐藤 範夫氏 西村 真幸 日高 ナカノファーム 518＋ 61：47．91
 2．7�
22 � ヴ ェ ル 牝4鹿 55 松田 大作�桑田牧場 上原 博之 浦河 桑田牧場 426－ 2 〃 クビ 43．7	
811 テンペスタージ 牡4鹿 57 横山 武史
G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 460± 01：48．32� 5．8�
67 ベリッシモファルコ 牝4栗 55

54 ☆団野 大成岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 真歌田中牧場 452± 01：48．72 136．5�
11 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 B454± 0 〃 クビ 20．0
810 ノーリミッツ 牡4黒鹿57 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 440± 01：49．76 18．1�
78 ヨシノパナギア 牝3青鹿52 丹内 祐次清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 486＋ 61：49．91
 57．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，054，600円 複勝： 33，756，000円 枠連： 6，691，500円
馬連： 46，682，300円 馬単： 22，962，000円 ワイド： 38，730，000円
3連複： 64，157，700円 3連単： 99，708，300円 計： 348，742，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 310円 � 140円 � 390円 枠 連（3－5） 1，640円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，430円 �� 890円

3 連 複 ��� 7，080円 3 連 単 ��� 38，820円

票 数

単勝票数 計 360546 的中 � 29195（4番人気）
複勝票数 計 337560 的中 � 24249（4番人気）� 83636（1番人気）� 18029（6番人気）
枠連票数 計 66915 的中 （3－5） 3149（5番人気）
馬連票数 計 466823 的中 �� 21873（4番人気）
馬単票数 計 229620 的中 �� 4161（13番人気）
ワイド票数 計 387300 的中 �� 20476（4番人気）�� 3848（27番人気）�� 11180（10番人気）
3連複票数 計 641577 的中 ��� 6791（25番人気）
3連単票数 計 997083 的中 ��� 1862（128番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．1―11．9―12．6―12．4―12．8―13．3―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．2―42．1―54．7―1：07．1―1：19．9―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F40．0
1
3
2－7－（4，5，10）（1，11）8，9，6－3
2＝（4，7）（5，10，1）9（11，6）3－8

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

勝馬の
紹 介

エバンタイユドール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．14 東京14着

2017．5．24生 牝3栗 母 エレガントソング 母母 ラスティングソング 13戦2勝 賞金 16，230，000円

16046 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4日 第10競走 ��
��2，000�

お く し り

奥 尻 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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 レーガノミクス 牡5鹿 57 藤岡 佑介�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 528＋ 82：00．2 4．0�
33 マイネルデステリョ 牡3黒鹿54 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 450± 0 〃 クビ 3．2�
77 レッドアクトレス 牝4栗 55 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 424－ 42：00．51� 42．0�
88 	 レ ゴ リ ス 
4黒鹿57 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 村上牧場 484－ 82：00．6クビ 22．9�
89 エブリワンブラック 牡3鹿 54 武 豊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 8 〃 クビ 4．8�
66 グレルグリーン 牡4黒鹿57 岩田 康誠斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 464－ 22：01．02� 6．5	
11 トランシルヴァニア 
3鹿 54 丸山 元気 
サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：01．1� 11．1�
22 コスモレリア 牡5栗 57 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 42：01．63 11．4�
44 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 492＋ 22：01．81� 10．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，123，900円 複勝： 51，053，600円 枠連： 8，270，700円
馬連： 63，970，300円 馬単： 31，994，300円 ワイド： 49，232，000円
3連複： 86，605，500円 3連単： 140，038，800円 計： 473，289，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 140円 � 700円 枠 連（3－5） 720円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，920円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 30，960円

票 数

単勝票数 計 421239 的中 � 83556（2番人気）
複勝票数 計 510536 的中 � 89146（2番人気）� 113438（1番人気）� 12570（9番人気）
枠連票数 計 82707 的中 （3－5） 8822（1番人気）
馬連票数 計 639703 的中 �� 70125（1番人気）
馬単票数 計 319943 的中 �� 16222（2番人気）
ワイド票数 計 492320 的中 �� 50536（1番人気）�� 5987（27番人気）�� 7142（23番人気）
3連複票数 計 866055 的中 ��� 9481（31番人気）
3連単票数 計1400388 的中 ��� 3279（135番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．5―11．9―12．1―12．0―11．9―12．3―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．3―47．2―59．3―1：11．3―1：23．2―1：35．5―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．0
1
3
2－3－7，8－5，4，9－1，6
2＝3－7，8（5，4）－（9，6）1

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

勝馬の
紹 介

レーガノミクス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．2．25 阪神5着

2015．4．1生 牡5鹿 母 トップセラー 母母 プロモーション 14戦2勝 賞金 38，222，000円



16047 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第27回函館スプリントステークス（ＧⅢ）

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3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎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 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

36 ダイアトニック 牡5鹿 58 武 豊 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 474＋ 21：07．5 2．5�
816 ダイメイフジ 牡6鹿 56 菱田 裕二宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 534＋ 21：07．82 34．4�
510 ジョーマンデリン 牝4芦 54 岩田 康誠上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 482± 01：07．9	 7．5�
59 
 フィアーノロマーノ 牡6鹿 57 藤岡 康太吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 558＋ 2 〃 アタマ 9．3�
48 
 シ ヴ ァ ー ジ 牡5栗 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B498－ 21：08．0クビ 10．8	
47 ライトオンキュー 牡5鹿 56 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 41：08．1	 5．1

23 エイティーンガール 牝4青鹿54 坂井 瑠星中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 448± 01：08．2	 10．2�
35 ティーハーフ 牡10栗 57 国分 優作ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 0 〃 ハナ 74．2�
12 
 マリアズハート 牝4鹿 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.
Andersen 492＋ 4 〃 クビ 17．4

815 メイショウショウブ 牝4栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 492－ 41：08．3	 24．3�
611 ア リ ン ナ 牝6鹿 54 丹内 祐次 �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 448＋ 41：08．4� 90．2�
24 スイープセレリタス 牝4黒鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：08．5クビ 23．0�
612 グランドボヌール 牡6鹿 56 城戸 義政田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 488± 0 〃 ハナ 40．7�
11 スリーケープマンボ �5鹿 56 竹之下智昭永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 B484－ 81：08．71 185．0�
713� リュウノユキナ 牡5芦 56 横山 和生蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B496－ 6 〃 クビ 140．9�
714 ミキノドラマー 牡7鹿 56 勝浦 正樹谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 496＋ 21：09．01� 402．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 178，400，100円 複勝： 243，516，800円 枠連： 87，279，000円
馬連： 554，087，000円 馬単： 194，849，200円 ワイド： 386，707，400円
3連複： 1，124，048，900円 3連単： 1，363，272，800円 計： 4，132，161，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 590円 � 230円 枠 連（3－8） 2，050円

馬 連 �� 5，710円 馬 単 �� 8，290円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 580円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 13，200円 3 連 単 ��� 64，550円

票 数

単勝票数 計1784001 的中 � 557920（1番人気）
複勝票数 計2435168 的中 � 635330（1番人気）� 75560（10番人気）� 253512（3番人気）
枠連票数 計 872790 的中 （3－8） 32841（8番人気）
馬連票数 計5540870 的中 �� 75138（22番人気）
馬単票数 計1948492 的中 �� 17625（32番人気）
ワイド票数 計3867074 的中 �� 53746（22番人気）�� 184303（4番人気）�� 31950（36番人気）
3連複票数 計11240489 的中 ��� 63835（41番人気）
3連単票数 計13632728 的中 ��� 15311（212番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．2―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―44．6―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．1
3 16，6，12（7，10，15）（1，9，13，14）（3，11）8（2，5）4 4 16，6，12（7，10，15）（1，9，13，14）11，3（5，8）（2，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイアトニック �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．12．16 阪神1着

2015．5．12生 牡5鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 16戦7勝 賞金 255，882，000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 ビリーバー号

16048 6月21日 晴 良 （2函館1） 第4日 第12競走 ��
��1，700�

つ が る か い き ょ う

津 軽 海 峡 特 別
発走16時05分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．6．15以降2．6．14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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

711� レンブランサ 牝5栗 52 丸山 元気名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 454＋141：46．2 11．1�
45 スパイスマジック �5芦 54 大野 拓弥 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B476－101：46．3	 24．0�
610 ソルトイブキ 牡4黒鹿56 古川 吉洋杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 488＋ 21：46．62 2．8�
814 ルプレジール 牝4鹿 51 荻野 琢真 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 41：46．81 59．9�
34 � ヴ ィ ー ダ �5栗 54 勝浦 正樹 �スマイルファーム 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 436－ 4 〃 ハナ 18．5	
712 バンクショット 牡4黒鹿55 団野 大成吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B474＋ 8 〃 クビ 5．9

11 ゴールドフレーム �4栗 54 横山 武史外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 466－ 81：47．22	 11．8�
813 レコンキスタ 牡6栗 55 岩田 康誠村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B494＋121：47．94 8．1�
33 
 モズエロイコ 牡4鹿 54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 474＋ 81：48．0クビ 24．6
57 ユキノグローリー 牡3栗 53 川島 信二井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 490± 01：48．85 7．4�
58 
 タ ピ ゾ ー 牡6芦 54 丹内 祐次大塚 亮一氏 菊川 正達 米 Mike G.

Rutherford B496＋ 4 〃 ハナ 13．0�
22 � アイコニック 牝4鹿 52 山田 敬士合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 三嶋牧場 438± 01：48．9クビ 58．4�
69 ハ イ ド ラ ン 牝5黒鹿51 城戸 義政五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 468－ 81：49．0	 82．0�
46 ヘイセイラスト 牝4鹿 52 藤岡 康太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 542＋261：51．9大差 27．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，516，500円 複勝： 90，265，000円 枠連： 26，106，400円
馬連： 118，343，400円 馬単： 46，909，400円 ワイド： 103，486，000円
3連複： 195，341，600円 3連単： 221，362，200円 計： 864，330，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 250円 � 480円 � 140円 枠 連（4－7） 2，530円

馬 連 �� 7，770円 馬 単 �� 13，890円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 500円 �� 870円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 50，070円

票 数

単勝票数 計 625165 的中 � 44918（5番人気）
複勝票数 計 902650 的中 � 84574（4番人気）� 36642（8番人気）� 224803（1番人気）
枠連票数 計 261064 的中 （4－7） 7987（10番人気）
馬連票数 計1183434 的中 �� 11789（28番人気）
馬単票数 計 469094 的中 �� 2532（53番人気）
ワイド票数 計1034860 的中 �� 13735（21番人気）�� 56380（3番人気）�� 30238（8番人気）
3連複票数 計1953416 的中 ��� 25411（16番人気）
3連単票数 計2213622 的中 ��� 3205（155番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．4―42．0―55．2―1：08．0―1：20．9―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．2
1
3
6（2，7）（4，8，9）（1，12，13）－（10，14）－3－5＝11・（7，13）（6，10）4（2，9，14）8（1，12）（5，3）－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�レンブランサ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ボストンハーバー

2015．1．16生 牝5栗 母 パシオンルージュ 母母 セクシーココナッツ 19戦2勝 賞金 38，299，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ユキノグローリー号の騎手川島信二は，1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・1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘイセイラスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月21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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 ヴォカツィオーネ号・オメガレインボー号・トゥーフラッシー号・ファステンバーグ号・フクノグリュック号・

ブラックカード号・ペイシャボム号・マンハッタンロック号・モンタナドライブ号

３レース目



（2函館1）第4日 6月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

228，240，000円
2，990，000円
19，290，000円
1，630，000円
27，190，000円
63，751，500円
4，562，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
591，757，900円
772，812，500円
192，154，300円
1，151，187，800円
466，743，400円
907，209，300円
2，010，440，400円
2，456，610，700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
計 8，548，916，300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4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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