
16049 6月27日 曇 稍重 （2函館1） 第5日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：08．7
1：07．8

良
良

22 フォルセティ 牡2黒鹿54 大野 拓弥�ノースヒルズ 田中 博康 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448－ 21：10．6 2．1�

88 リキサントライ 牡2栗 54 池添 謙一 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 486± 01：11．13 4．4�
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± 01：11．52� 3．6�
33 トーセンネッロ 牡2黒鹿 54

51 ▲亀田 温心島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 458－ 41：11．6クビ 93．5	

55 ベストインクラス 牡2鹿 54 水口 優也グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 480± 01：12．02� 57．1

44 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 470－ 21：12．1� 7．5�
11 ビーチリゾート 牝2鹿 54 城戸 義政�ミルファーム 本間 忍 日高 浜本牧場 444－ 21：12．41� 45．7�
89 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 B430－ 41：13．14 98．0
77 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 B472＋ 41：13．2クビ 28．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，776，500円 複勝： 27，659，400円 枠連： 4，415，000円
馬連： 30，668，900円 馬単： 20，226，100円 ワイド： 26，149，400円
3連複： 44，495，300円 3連単： 86，787，600円 計： 268，178，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－8） 410円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 160円 �� 140円 �� 190円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 1，560円

票 数

単勝票数 計 277765 的中 � 107511（1番人気）
複勝票数 計 276594 的中 � 100536（1番人気）� 50412（3番人気）� 60128（2番人気）
枠連票数 計 44150 的中 （2－8） 8208（2番人気）
馬連票数 計 306689 的中 �� 53198（2番人気）
馬単票数 計 202261 的中 �� 18751（3番人気）
ワイド票数 計 261494 的中 �� 40805（2番人気）�� 51997（1番人気）�� 29451（3番人気）
3連複票数 計 444953 的中 ��� 109084（1番人気）
3連単票数 計 867876 的中 ��� 40183（3番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―12．2―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．5―46．7―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォルセティ �
�
父 トランセンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．6．14 函館2着

2018．2．24生 牡2黒鹿 母 コ リ ー ヌ 母母 エ ミ ナ 2戦1勝 賞金 7，900，000円

16050 6月27日 曇 不良 （2函館1） 第5日 第2競走 1，000�3歳未勝利
発走10時15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

812 コ ウ イ チ 牡3芦 56 岩田 康誠桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 478± 0 58．0 4．1�
55 ゴーゴーレイワ 牝3黒鹿54 池添 謙一上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 466＋ 4 58．21� 2．8�
68 ペプチドシンデレラ 牝3鹿 54 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 426－ 2 58．62� 8．4�
710 イデアイホマジョル 牡3青 56 黛 弘人益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 450＋ 4 58．91� 16．0�
33 メイショウタオ 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 446＋ 2 59．11� 38．1	
79 ゴッドカーヌスティ 牝3鹿 54 藤岡 康太中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 452－14 59．2� 5．5

44 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± 0 59．73 4．3�

56 ト キ ノ ヒ ト 牝3黒鹿54 大野 拓弥松田 整二氏 新開 幸一 浦河 富塚ファーム 406＋12 〃 アタマ 214．5�
22 エスカレーション 牝3鹿 54 吉田 隼人松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 B478＋ 4 59．91� 91．0
67 タイキスピネル 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 476＋12 〃 クビ 52．5�

11 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 426－ 21：00．43 382．8�
811 エイカイクイーン 牝3鹿 54 加藤 祥太二木 英德氏 梅田 智之 平取 清水牧場 426＋ 21：00．93 205．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，879，700円 複勝： 38，202，400円 枠連： 4，955，000円
馬連： 41，183，800円 馬単： 20，344，400円 ワイド： 32，936，200円
3連複： 54，110，400円 3連単： 72，429，700円 計： 297，041，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 120円 � 200円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 300円 �� 580円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 7，480円

票 数

単勝票数 計 328797 的中 � 63866（2番人気）
複勝票数 計 382024 的中 � 64134（3番人気）� 109838（1番人気）� 37138（5番人気）
枠連票数 計 49550 的中 （5－8） 6740（1番人気）
馬連票数 計 411838 的中 �� 50896（2番人気）
馬単票数 計 203444 的中 �� 12070（2番人気）
ワイド票数 計 329362 的中 �� 30480（2番人気）�� 13618（9番人気）�� 17431（6番人気）
3連複票数 計 541104 的中 ��� 23956（5番人気）
3連単票数 計 724297 的中 ��� 7011（16番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．4―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ウ イ チ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．2．15 京都3着

2017．5．25生 牡3芦 母 ゴッドフローラ 母母 ゴッドインチーフ 5戦1勝 賞金 7，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 デルマエメラルド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月27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。
（非当選馬） 4頭 エンジェルティアラ号・クリノティファニー号・バーチャルワンダー号・マインヒロイン号

第１回 函館競馬 第５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



16051 6月27日 曇 不良 （2函館1） 第5日 第3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 5，100，000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 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 474＋ 21：44．5 3．1�

57 ヌ ン カ プ ト 牡3鹿 56 大野 拓弥ヌンクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 450± 01：45．45 28．9�
46 � カ ク シ ン 牡3黒鹿56 丸山 元気風早 信昭氏 森 秀行 米

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

500－ 21：45．61� 6．5�
69 エイユージャッカル 牡3黒鹿56 国分 恭介笹部 義則氏 岡田 稲男 様似 富田 恭司 478－ 6 〃 クビ 71．2�
11 ラ ス ト ラ フ 牝3栗 54 池添 謙一 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 480－ 41：45．81� 5．3	
33 ディーププレザント 牡3栗 56 荻野 琢真山田 裕仁氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 B516－ 81：46．0� 150．4

34 ウインオリヴィア 牝3栗 54 横山 武史�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 430± 01：46．1� 5．9�
712 ジューンマウス 牡3栗 56 松田 大作吉川 潤氏 坂口 智康 日高 白井牧場 460＋ 81：46．41� 22．2�
22 シェイクスピア 牡3青鹿56 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 484＋ 61：47．14 16．7
610 レッドチアフル 牝3鹿 54 吉田 隼人紅露 純氏 中川 公成 日高 庄野牧場 428－ 21：48．69 62．8�
711 ベニトアイト �3鹿 56 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 520± 01：48．81� 7．4�
45 マコトヤマンバギリ 牡3栗 56 古川 吉洋�ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：49．22
 50．6�
814� グランバロン 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心山口功一郎氏 栗田 徹 仏 Ecurie Des
Monceaux 466－ 61：49．73 32．3�

813 メイショウアカイシ 牝3鹿 54 菱田 裕二松本 好�氏 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 438－ 61：50．97 15．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，707，700円 複勝： 46，823，900円 枠連： 7，470，500円
馬連： 40，820，400円 馬単： 17，956，100円 ワイド： 41，060，700円
3連複： 61，997，800円 3連単： 62，327，700円 計： 311，164，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 530円 � 290円 枠 連（5－5） 4，430円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 7，430円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 790円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 11，600円 3 連 単 ��� 66，940円

票 数

単勝票数 計 327077 的中 � 82126（1番人気）
複勝票数 計 468239 的中 � 104854（1番人気）� 18216（8番人気）� 37665（5番人気）
枠連票数 計 74705 的中 （5－5） 1306（18番人気）
馬連票数 計 408204 的中 �� 6985（17番人気）
馬単票数 計 179561 的中 �� 1811（27番人気）
ワイド票数 計 410607 的中 �� 8035（14番人気）�� 13921（5番人気）�� 3835（32番人気）
3連複票数 計 619978 的中 ��� 4006（41番人気）
3連単票数 計 623277 的中 ��� 675（219番人気）

ハロンタイム 6．7―11．1―11．8―12．2―12．4―12．2―12．6―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―29．6―41．8―54．2―1：06．4―1：19．0―1：31．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンアニメ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Judge T C デビュー 2020．1．18 中山2着

2017．3．26生 牡3鹿 母 ストレイトフロムテキサス 母母 Tellum Texan 6戦1勝 賞金 10，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランバロン号・メイショウアカイシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月

27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 ドリームバンドーム号・メイショウオイワキ号

16052 6月27日 曇 稍重 （2函館1） 第5日 第4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 5，100，000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

816 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 440＋ 21：09．0 1．6�
612 オークレイコート 牝3栗 54 菱田 裕二 �ビクトリーホースランチ 谷 潔 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452＋101：09．63� 34．0�
48 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 444－ 81：09．91� 6．8�
714 ヴァルムチェーナ 牝3黒鹿54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 石坂 公一 新冠 村上 欽哉 432－ 4 〃 アタマ 38．6�
23 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 432＋ 61：10．0� 31．3	
611 ピュリフィアン 牝3鹿 54 坂井 瑠星野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 410＋ 2 〃 クビ 40．1

12 クロワルース 牝3青鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 6 〃 ハナ 20．1�
47 ジルジェンティ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：10．32 19．5�
24 カ ペ ラ 牝3栗 54 杉原 誠人 R．アンダーソン氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 476－ 61：10．51� 10．9
815 アンジュミノル 牝3鹿 54 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 61：10．71� 13．6�
713 アクロスティック 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 408－ 21：11．55 144．5�
510 タッシーエルモ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉岡 輝美氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 B460± 01：11．71� 54．6�
36 モ ノ ポ ー ラ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士上野 直樹氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 394－281：12．02 15．1�
11 デルマターコイズ 牝3鹿 54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム 432＋ 81：12．1クビ 404．2�
35 オーサムゲイル 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 416＋ 9 〃 ハナ 105．9�
59 バ ロ ネ 牝3鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム B400－ 61：12．41� 223．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，567，300円 複勝： 70，393，200円 枠連： 8，134，700円
馬連： 41，711，700円 馬単： 25，205，700円 ワイド： 42，377，500円
3連複： 68，765，900円 3連単： 84，100，300円 計： 375，256，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 540円 � 160円 枠 連（6－8） 930円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 190円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 20，200円

票 数

単勝票数 計 345673 的中 � 171145（1番人気）
複勝票数 計 703932 的中 � 426356（1番人気）� 11681（12番人気）� 63072（2番人気）
枠連票数 計 81347 的中 （6－8） 6764（3番人気）
馬連票数 計 417117 的中 �� 10351（12番人気）
馬単票数 計 252057 的中 �� 4277（14番人気）
ワイド票数 計 423775 的中 �� 7330（15番人気）�� 76640（1番人気）�� 3421（27番人気）
3連複票数 計 687659 的中 ��� 10861（14番人気）
3連単票数 計 841003 的中 ��� 3017（62番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．7―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．7―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 12，16（8，14，10）3（2，11）（4，15）（7，13）－6－1，5，9 4 ・（12，16）8，14，10，3（2，11）4（7，15，13）－6－1，5，9

勝馬の
紹 介

メイショウミモザ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．10 札幌3着

2017．4．24生 牝3芦 母 メイショウベルーガ 母母 パ パ ゴ 10戦1勝 賞金 12，660，000円
〔発走状況〕 バロネ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーサムゲイル号・バロネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月27日ま

で平地競走に出走できない。
デルマターコイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月27日まで平地
競走に出走できない。



16053 6月27日 曇 稍重 （2函館1） 第5日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時05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

33 フ ォ ド ラ 牝2鹿 54
51 ▲亀田 温心吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 400 ―1：09．6 2．8�

67 ドナタイフーン 牝2鹿 54 丸山 元気小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 下屋敷牧場 454 ―1：09．92 12．2�
811 コパノキャッチング 牡2黒鹿54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 436 ―1：10．0クビ 23．4�
11 ラストサムライ 牡2芦 54

53 ☆団野 大成玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 456 ―1：10．63� 2．9�
22 ニシノカグラ 牝2黒鹿54 池添 謙一西山 茂行氏 北出 成人 浦河 谷川牧場 406 ―1：10．81� 6．1�
44 ワイドモーゼ 牡2青鹿54 横山 武史幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 462 ―1：10．9� 12．7�
78 ハイプリーステス 牝2芦 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 田原橋本牧場 402 ―1：11．0� 38．5	
66 デンプシーロール 牡2鹿 54 横山 和生今村 明浩氏 黒岩 陽一 浦河 ディアレスト

クラブ 408 ―1：11．21 21．8

79 ラ ミ ア 牝2鹿 54 吉田 隼人野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 414 ―1：11．62� 34．6�
810 ノアジェニシス 牝2栗 54 坂井 瑠星佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 田中 裕之 444 ― 〃 ハナ 110．7�
55 タミルナードゥ 牝2鹿 54 杉原 誠人ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 静内酒井牧場 460 ―1：11．81� 47．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，387，200円 複勝： 34，054，800円 枠連： 6，493，900円
馬連： 39，020，900円 馬単： 20，780，300円 ワイド： 33，301，900円
3連複： 52，145，000円 3連単： 76，996，600円 計： 298，180，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 250円 � 540円 枠 連（3－6） 910円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，090円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 26，560円

票 数

単勝票数 計 353872 的中 � 104763（1番人気）
複勝票数 計 340548 的中 � 77354（2番人気）� 32736（4番人気）� 12417（7番人気）
枠連票数 計 64939 的中 （3－6） 5529（3番人気）
馬連票数 計 390209 的中 �� 21637（4番人気）
馬単票数 計 207803 的中 �� 7080（7番人気）
ワイド票数 計 333019 的中 �� 17298（4番人気）�� 7688（12番人気）�� 3854（23番人気）
3連複票数 計 521450 的中 ��� 4775（26番人気）
3連単票数 計 769966 的中 ��� 2101（79番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．7―46．2―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ォ ド ラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

2018．1．23生 牝2鹿 母 セイングレンド 母母 グレイスルーマー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16054 6月27日 曇 不良 （2函館1） 第5日 第6競走 ��1，000�2歳新馬
発走12時35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

77 ルーチェドーロ 牡2栗 54 横山 武史ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 484 ― 58．5レコード 1．9�
11 ジョディーズマロン 牡2栗 54

51 ▲亀田 温心 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 456 ― 59．67 7．3�
33 サブロンカズマ 牡2鹿 54 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 ハナ 4．6�
55 サ ノ カ ポ 牝2黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹佐野 信幸氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 416 ― 59．81� 22．3�
44 ヴァラマイト 牡2栗 54 大野 拓弥 �ローレルレーシング 清水 英克 平取 船越 伸也 484 ―1：00．0� 8．2�
88 アーバンヒーロー 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 石田牧場 476 ―1：00．74 49．7	
22 パンプイットアップ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック 466 ―1：01．12� 9．1

66 クマノコドウ 牡2鹿 54 柴山 雄一竹本いずみ氏 田中 剛 日高 渋谷 健作 400 ― 〃 クビ 46．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，955，300円 複勝： 26，758，800円 枠連： 発売なし
馬連： 31，516，300円 馬単： 19，735，400円 ワイド： 23，183，000円
3連複： 35，968，100円 3連単： 71，701，100円 計： 244，818，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 250円 �� 200円 �� 340円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，260円

票 数

単勝票数 計 359553 的中 � 157700（1番人気）
複勝票数 計 267588 的中 � 83593（1番人気）� 30476（5番人気）� 58720（2番人気）
馬連票数 計 315163 的中 �� 40379（2番人気）
馬単票数 計 197354 的中 �� 18379（2番人気）
ワイド票数 計 231830 的中 �� 23742（2番人気）�� 32476（1番人気）�� 15547（6番人気）
3連複票数 計 359681 的中 ��� 39318（1番人気）
3連単票数 計 717011 的中 ��� 22957（2番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―35．0―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルーチェドーロ �

父 マ ク フ ィ �


母父 ク ロ フ ネ 初出走

2018．3．22生 牡2栗 母 ア ラ フ ネ 母母 サイレンスマンボウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



16055 6月27日 曇 稍重 （2函館1） 第5日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時05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

11 モーソンピーク 牡3青鹿56 横山 武史 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B492－122：01．6 7．0�
46 ランドアーティスト �3鹿 56 勝浦 正樹吉田 照哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 466＋ 42：01．7� 25．1�
34 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 514－ 22：02．12� 5．2�
33 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 440＋ 6 〃 クビ 49．3�
22 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 498－ 22：02．31� 27．5�
57 ビットクラッシャー 牡3鹿 56 藤岡 康太安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470－ 22：02．51� 14．6	
813 ラインシュプール 牝3黒鹿54 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 B416－ 42：02．92� 93．6

712 スーパーフライヤー 牡3青鹿56 吉田 隼人三宅 勝俊氏 上村 洋行 新ひだか 桜井牧場 494＋ 22：03．53� 4．9�
610 ビックハート 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 406＋ 22：03．6クビ 40．4�
45 	 ピラミッドムーン 牡3黒鹿56 松田 大作 �シルクレーシング 松永 幹夫 米

Burleson Farm
& McKenzie
Bloodstock

494± 02：04．02� 84．2
69 カフジジェミニ 牡3黒鹿56 水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 504－ 22：04．53 377．8�
711 チャムランテソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 466＋ 42：04．71� 12．9�
814 ネブロシティ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496＋ 62：04．91� 6．0�
58 ニシノアクシス 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 B496± 0 （競走中止） 3．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，549，000円 複勝： 49，778，100円 枠連： 7，604，700円
馬連： 42，000，300円 馬単： 18，096，300円 ワイド： 39，321，900円
3連複： 61，420，700円 3連単： 67，449，100円 計： 317，220，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 290円 � 770円 � 200円 枠 連（1－4） 7，590円

馬 連 �� 11，880円 馬 単 �� 18，440円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 780円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 15，940円 3 連 単 ��� 114，520円

票 数

単勝票数 計 315490 的中 � 35596（5番人気）
複勝票数 計 497781 的中 � 44839（5番人気）� 13835（9番人気）� 76583（4番人気）
枠連票数 計 76047 的中 （1－4） 776（23番人気）
馬連票数 計 420003 的中 �� 2738（37番人気）
馬単票数 計 180963 的中 �� 736（62番人気）
ワイド票数 計 393219 的中 �� 2846（39番人気）�� 13479（7番人気）�� 6349（19番人気）
3連複票数 計 614207 的中 ��� 2889（55番人気）
3連単票数 計 674491 的中 ��� 427（386番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．2―12．0―12．5―12．4―12．5―13．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―34．5―46．5―59．0―1：11．4―1：23．9―1：36．9―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．7
1
3
8，10－（5，11）（12，14）9，6－（2，7）（4，1）3－13・（8，10）（5，11，14）12（9，6）（2，7，1）－（3，4）－13

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

勝馬の
紹 介

モーソンピーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2019．11．24 東京4着

2017．5．3生 牡3青鹿 母 モ シ ー ン 母母 Sumehra 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔競走中止〕 ニシノアクシス号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

16056 6月27日 曇 不良 （2函館1） 第5日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時40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

22 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± 01：43．5 2．4�

44 セ ル フ ィ ー 牝3栗 52 丸山 元気�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 454－ 41：44．35 2．6�

66 � ホウオウヒミコ 牝4黒鹿 55
52 ▲亀田 温心小笹 芳央氏 池上 昌和 洞�湖 レイクヴィラファーム 458＋ 61：44．4� 3．5�

33 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 466＋ 21：44．82� 28．6�
55 シャンボールロッソ 牝3鹿 52 横山 武史 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：44．9クビ 9．0	
11 カッチョエペペ 牝4栗 55 丹内 祐次平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 450－ 21：45．64 23．1
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売 得 金
単勝： 37，735，100円 複勝： 30，857，200円 枠連： 発売なし
馬連： 33，034，000円 馬単： 22，308，100円 ワイド： 20，378，800円
3連複： 37，480，600円 3連単： 128，416，500円 計： 310，210，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 130円 �� 150円 �� 180円

3 連 複 ��� 260円 3 連 単 ��� 1，040円

票 数

単勝票数 計 377351 的中 � 123517（1番人気）
複勝票数 計 308572 的中 � 96605（1番人気）� 89985（2番人気）
馬連票数 計 330340 的中 �� 95575（1番人気）
馬単票数 計 223081 的中 �� 30753（2番人気）
ワイド票数 計 203788 的中 �� 45612（1番人気）�� 34515（2番人気）�� 23733（3番人気）
3連複票数 計 374806 的中 ��� 107588（1番人気）
3連単票数 計1284165 的中 ��� 89355（1番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．6―12．3―12．6―12．1―12．3―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―29．1―41．4―54．0―1：06．1―1：18．4―1：30．8

コーナー
通過順位

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

2
4
2－5（4，6）－1，3
2－5（4，6）3－1

勝馬の
紹 介

シャルロッテミノル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Alhaarth デビュー 2018．11．11 東京5着

2016．3．9生 牝4鹿 母 ビ シ ャ ー ラ 母母 Majmu 16戦2勝 賞金 22，750，000円



16057 6月27日 曇 稍重 （2函館1） 第5日 第9競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳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

57 コスモアンジュ 牝3鹿 52 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 472－ 21：09．1 15．7�
711 シュルルヴァン 牝3青鹿52 大野 拓弥街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 464＋ 6 〃 ハナ 14．1�
56 カ レ ン ヒ メ 牝3芦 52 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 420± 0 〃 クビ 1．7�
44 ロイヤルヴィザージ 牝4鹿 55

54 ☆団野 大成 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム B460－ 81：09．52� 36．9�
69 � メサテソーロ 牝3青鹿 52

49 ▲亀田 温心了德寺健二ホール
ディングス	 栗田 徹 米 Clearsky

Farms 506＋ 41：09．6クビ 5．1

812 ファンシャン 牝4栃栗 55

52 ▲秋山 稔樹�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 420－ 2 〃 クビ 8．6�

11 メイショウオニテ 牡4青鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 B460± 01：09．81� 65．6�
33 ベルダニューブ 牝5栗 55 城戸 義政幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 458± 01：09．9� 127．3
22 	 ブラウンローズ 牝6黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 B484＋ 4 〃 クビ 20．3�
813 エレナレジーナ 牝4鹿 55 横山 武史広尾レース	 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 422＋ 81：10．0クビ 16．2�
710 ブライティアセルバ 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 424－ 2 〃 クビ 17．4�
68 	 アスタウンデッド 牡3鹿 54 古川 吉洋中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下

ファーム 406－ 21：10．1� 45．9�
45 リトルウィッチ 牝4鹿 55 竹之下智昭前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 41：10．2
 265．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，509，500円 複勝： 64，093，500円 枠連： 9，899，900円
馬連： 55，009，300円 馬単： 31，248，700円 ワイド： 53，264，200円
3連複： 82，887，400円 3連単： 113，884，900円 計： 456，797，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 380円 � 280円 � 110円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 8，640円 馬 単 �� 19，000円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 690円 �� 600円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 68，230円

票 数

単勝票数 計 465095 的中 � 23601（5番人気）
複勝票数 計 640935 的中 � 27139（8番人気）� 39294（5番人気）� 267898（1番人気）
枠連票数 計 98999 的中 （5－7） 15150（3番人気）
馬連票数 計 550093 的中 �� 4931（23番人気）
馬単票数 計 312487 的中 �� 1233（49番人気）
ワイド票数 計 532642 的中 �� 5204（26番人気）�� 20305（6番人気）�� 23848（5番人気）
3連複票数 計 828874 的中 ��� 12549（14番人気）
3連単票数 計1138849 的中 ��� 1210（202番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．2―11．7―11．3―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモアンジュ �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．28 新潟4着

2017．5．17生 牝3鹿 母 ゴールドエンジェル 母母 エストレリータ 9戦2勝 賞金 19，800，000円

16058 6月27日 小雨 稍重 （2函館1） 第5日 第10競走 ��1，800�
ほ く と

北 斗 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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

77 ワールドウインズ �3鹿 54 藤岡 康太川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 466＋ 21：49．3 2．4�
55 ア ラ ス カ 牝4鹿 55 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 398＋ 21：49．61� 15．7�
44 ファントムグレイ 牡7芦 57 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 B446＋ 2 〃 クビ 81．6�
11 � アイロンワークス 牡3鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 468－ 41：49．7クビ 4．5�
33 � サマーエモーション 牝3鹿 52 団野 大成ゴドルフィン 大久保龍志 英 Godolphin B438＋ 4 〃 クビ 3．9�
22 アウステルリッツ �6黒鹿57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：49．8	 14．7	
66 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 470＋ 2 〃 クビ 14．3

89 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 448－ 21：50．01
 23．9�
78 � スリープレッピー �7黒鹿57 加藤 祥太永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 462＋ 21：50．21	 263．7
810 ヤップヤップヤップ 牡4栗 57 丸山 元気薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 444± 01：50．94 9．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，085，000円 複勝： 56，171，300円 枠連： 8，732，100円
馬連： 63，185，700円 馬単： 30，793，500円 ワイド： 51，983，800円
3連複： 87，386，400円 3連単： 133，707，200円 計： 476，045，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 300円 � 1，010円 枠 連（5－7） 1，290円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，030円 �� 6，500円

3 連 複 ��� 22，860円 3 連 単 ��� 59，070円

票 数

単勝票数 計 440850 的中 � 146677（1番人気）
複勝票数 計 561713 的中 � 154386（1番人気）� 41914（6番人気）� 10158（9番人気）
枠連票数 計 87321 的中 （5－7） 5207（6番人気）
馬連票数 計 631857 的中 �� 33249（5番人気）
馬単票数 計 307935 的中 �� 10850（6番人気）
ワイド票数 計 519838 的中 �� 26481（4番人気）�� 4262（28番人気）�� 1957（34番人気）
3連複票数 計 873864 的中 ��� 2866（58番人気）
3連単票数 計1337072 的中 ��� 1641（202番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．0―49．6―1：01．7―1：13．9―1：26．0―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワールドウインズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．11．9 京都2着

2017．3．10生 �3鹿 母 エイジアンウインズ 母母 サクラサクⅡ 7戦2勝 賞金 22，776，000円



16059 6月27日 小雨 稍重 （2函館1） 第5日 第11競走 ��1，200�
ゆ かわおんせん

湯の川温泉特別
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．6．22以降2．6．21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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

35 シュエットヌーベル 牝6栗 51 亀田 温心 �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 B470＋ 21：08．9 16．8�

11 タイキラトナンジュ 牡8鹿 53 菱田 裕二�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 460－ 41：09．32� 91．3�

59 ウ ィ ズ 牡5鹿 54 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 486－ 2 〃 クビ 33．1�

816 カステヘルミ 牝4黒鹿53 坂井 瑠星田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 434－ 2 〃 ハナ 8．3�
713 ベッラヴォルタ 牝3栗 51 川島 信二ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 486＋14 〃 ハナ 10．0	
611 イ キ オ イ 牡8鹿 54 大野 拓弥西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 458－ 61：09．51 47．7

612 ショウナンマッシブ 牡6鹿 56 横山 武史国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 470－ 2 〃 クビ 4．8�
47 � トップソリスト 牝4鹿 52 藤岡 康太�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 470＋16 〃 ハナ 21．9�
36 プッシュアゲン 牡7栗 52 嶋田 純次浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 516－ 21：09．6クビ 93．3
12 エンジェルカナ 牝4栗 52 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 432＋14 〃 アタマ 11．7�
24 ピースマインド 牡7鹿 54 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 456－ 4 〃 ハナ 21．0�
23 セントセシリア 牝4栗 52 丸山 元気田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 402± 0 〃 クビ 17．2�
48 シゲルベンガルトラ 牡6栗 55 柴山 雄一森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 482＋ 61：09．7クビ 13．3�
815� シルヴェーヌ 牝5鹿 52 黛 弘人西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 454± 01：09．91� 17．9�
714 リ ゲ イ ン 牝4鹿 52 山田 敬士 �コスモヴューファーム 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 452± 01：10．53� 21．1�
510� デルマカトリーナ 牝4鹿 53 団野 大成浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 444± 0 〃 アタマ 3．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，522，100円 複勝： 90，506，300円 枠連： 33，960，600円
馬連： 157，453，100円 馬単： 55，129，800円 ワイド： 115，906，800円
3連複： 271，526，400円 3連単： 255，308，500円 計： 1，037，313，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 550円 � 2，590円 � 990円 枠 連（1－3） 8，500円

馬 連 �� 70，210円 馬 単 �� 102，850円

ワ イ ド �� 15，990円 �� 7，590円 �� 25，440円

3 連 複 ��� 454，560円 3 連 単 ��� 1，762，840円

票 数

単勝票数 計 575221 的中 � 27259（7番人気）
複勝票数 計 905063 的中 � 46127（7番人気）� 8749（15番人気）� 24058（13番人気）
枠連票数 計 339606 的中 （1－3） 3094（31番人気）
馬連票数 計1574531 的中 �� 1738（106番人気）
馬単票数 計 551298 的中 �� 402（194番人気）
ワイド票数 計1159068 的中 �� 1870（102番人気）�� 3959（84番人気）�� 1173（115番人気）
3連複票数 計2715264 的中 ��� 448（514番人気）
3連単票数 計2553085 的中 ��� 105（2677番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュエットヌーベル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．9．4 新潟9着

2014．3．6生 牝6栗 母 クイックメール 母母 タニノメール 35戦4勝 賞金 64，256，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走状況〕 デルマカトリーナ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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。
（非当選馬） 2頭 ファイトフォーラヴ号・マイネルアルケミー号
（非抽選馬） 2頭 イルヴェントデーア号・マーマレードガール号

16060 6月27日 小雨 不良 （2函館1） 第5日 第12競走 ��1，700�
ひ や ま

檜 山 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）；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 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

45 ダンツキャッスル 牡4鹿 57 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 478＋ 21：43．3 1．6�
22 オメガレインボー 牡4栗 57 藤岡 佑介原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 452± 0 〃 クビ 19．1�
814 ヴォカツィオーネ 牝6栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 476－ 81：43．4クビ 14．7�
11 バンクショット 牡4黒鹿57 団野 大成吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B474± 01：43．61� 7．8�
711 ソリストサンダー 牡5黒鹿57 大野 拓弥村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 486－ 21：44．02� 10．7�
712 ブラックカード 牡6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 B476＋ 21：44．1クビ 27．0	
46 マンハッタンロック 牡6鹿 57 藤岡 康太 
サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：44．31� 17．8�
58 キャベンディッシュ 牡5栗 57 丸山 元気本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 512＋ 2 〃 クビ 22．4�
34 フクノグリュック 牡8鹿 57 横山 武史福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B526＋ 41：44．72� 12．7
69 トゥーフラッシー 牝4鹿 55 山田 敬士西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 460－ 81：44．91� 67．8�
57 	 モズエロイコ 牡4鹿 57 国分 恭介 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 470－ 41：45．0
 37．3�
610 ハ イ ド ラ ン 牝5黒鹿55 柴山 雄一五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 41：45．1クビ 166．2�
813� モンタナドライブ 牡4黒鹿57 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 �川フアーム 440＋ 2 〃 アタマ 28．3�
33 ファステンバーグ 牝5青鹿55 勝浦 正樹上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 450＋ 21：46．16 155．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，403，000円 複勝： 110，598，000円 枠連： 18，513，600円
馬連： 96，143，900円 馬単： 48，432，700円 ワイド： 88，659，100円
3連複： 163，784，800円 3連単： 213，720，300円 計： 802，255，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 330円 � 310円 枠 連（2－4） 1，100円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 630円 �� 560円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 14，140円

票 数

単勝票数 計 624030 的中 � 301734（1番人気）
複勝票数 計1105980 的中 � 572113（1番人気）� 45566（7番人気）� 50051（6番人気）
枠連票数 計 185136 的中 （2－4） 12958（5番人気）
馬連票数 計 961439 的中 �� 53081（6番人気）
馬単票数 計 484327 的中 �� 21831（6番人気）
ワイド票数 計 886591 的中 �� 37280（6番人気）�� 42620（5番人気）�� 8439（30番人気）
3連複票数 計1637848 的中 ��� 25060（17番人気）
3連単票数 計2137203 的中 ��� 10953（36番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．8―42．3―54．9―1：07．0―1：19．2―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3
1
3
・（7，2）（1，5）（6，10，12）9（3，11，13）－14，4＝8・（7，2）（1，5）（12，13）（6，10，14）（9，11）3，4－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツキャッスル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．30 中京7着

2016．4．2生 牡4鹿 母 ダンツクインビー 母母 ダンツシュアー 15戦3勝 賞金 51，241，000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 タピゾー号



（2函館1）第5日 6月27日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 143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

181，280，000円
1，730，000円
23，540，000円
1，340，000円
19，080，000円
59，591，000円
3，932，500円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
479，077，400円
645，896，900円
110，180，000円
671，748，300円
330，257，100円
568，523，300円
1，021，968，800円
1，366，829，500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 5，194，481，300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5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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