
19025 7月11日 曇 良 （2函館2） 第3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

11 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 480－ 61：10．2 4．2�
89 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± 0 〃 クビ 23．3�
77 ハ ク ビ 牝2鹿 54 吉田 隼人 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：10．3� 1．8�
33 トーセンネッロ 牡2黒鹿 54

52 △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 466＋ 81：10．83 42．0	

55 ラストサムライ 牡2芦 54 C．ルメール 玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 456± 01：11．11� 4．3

78 ベイビーシャーク 牡2芦 54 菱田 裕二北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 464＋ 21：11．2� 82．1�
22 ビービージェニファ 牝2芦 54 川島 信二�坂東牧場 加用 正 浦河 絵笛牧場 448－ 41：11．3� 115．3�
44 プライムデイ 牡2黒鹿54 横山 武史 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 482－ 2 〃 ハナ 29．6
66 スマーティキャット 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士﨏 文彦氏 小桧山 悟 青森 風ノ丘ファーム 446＋ 21：11．83 119．4�
810 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－ 41：13．07 19．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，598，700円 複勝： 83，876，500円 枠連： 6，822，100円
馬連： 41，289，700円 馬単： 26，624，300円 ワイド： 38，535，100円
3連複： 66，105，600円 3連単： 118，019，000円 計： 419，871，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 110円 � 250円 � 110円 枠 連（1－8） 1，610円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 630円 �� 160円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 14，170円

票 数

単勝票数 計 385987 的中 � 77188（2番人気）
複勝票数 計 838765 的中 � 125946（2番人気）� 23366（5番人気）� 532716（1番人気）
枠連票数 計 68221 的中 （1－8） 3274（6番人気）
馬連票数 計 412897 的中 �� 10907（9番人気）
馬単票数 計 266243 的中 �� 3944（15番人気）
ワイド票数 計 385351 的中 �� 12815（7番人気）�� 79752（1番人気）�� 16101（6番人気）
3連複票数 計 661056 的中 ��� 31382（4番人気）
3連単票数 計1180190 的中 ��� 6036（41番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．8―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．9―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リキサントライ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タップダンスシチー デビュー 2020．6．14 函館4着

2018．3．4生 牡2栗 母 ドリームピーチ 母母 ミレニアムクイーン 3戦1勝 賞金 8，200，000円
〔発走状況〕 ラストサムライ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

19026 7月11日 曇 良 （2函館2） 第3日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・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
1：41．7
1：40．9

不良
重

11 ノワールフレグラン 牝3青鹿54 吉田 隼人 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B438＋101：45．6 133．7�
69 バトルピアサー 牝3鹿 54 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 408＋ 21：46．34 3．0�
46 イ デ ア ル 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436± 01：46．83 6．6�
814 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 476± 01：47．43� 27．7�
57 ワイルドキャット 牝3黒鹿54 菱田 裕二岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 428＋ 81：47．61� 34．1	
813 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 B432＋ 21：47．7クビ 8．1

712 アマノエリザベート 牝3栗 54 藤岡 佑介中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 478＋ 6 〃 クビ 11．8�
45 ジュンヴァドス 牝3黒鹿54 藤岡 康太河合 裕明氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 410＋ 41：47．8クビ 40．2�
610 レ ペ ッ ト 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士合同会社雅苑興業 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 456＋ 21：47．9� 122．1
33 トリプルプレイ 牝3黒鹿54 荻野 琢真藤田 好紀氏 寺島 良 浦河 福田牧場 424＋ 41：48．0クビ 10．3�
58 ウインクルジニー 牝3鹿 54 古川 吉洋塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 444－ 2 〃 ハナ 21．7�
22 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 470－ 61：48．74 29．6�
711 アヴァンセヴェリテ 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 武井 亮 安平 ノーザンファーム 448± 01：49．44 3．7�
34 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± 01：50．35 59．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，527，200円 複勝： 50，444，000円 枠連： 7，584，000円
馬連： 44，086，500円 馬単： 20，540，200円 ワイド： 45，572，300円
3連複： 71，492，800円 3連単： 73，899，000円 計： 345，146，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，370円 複 勝 � 2，490円 � 140円 � 210円 枠 連（1－6） 12，910円

馬 連 �� 19，050円 馬 単 �� 63，920円

ワ イ ド �� 6，040円 �� 10，100円 �� 350円

3 連 複 ��� 26，460円 3 連 単 ��� 352，470円

票 数

単勝票数 計 315272 的中 � 1886（14番人気）
複勝票数 計 504440 的中 � 3457（14番人気）� 124873（1番人気）� 62697（3番人気）
枠連票数 計 75840 的中 （1－6） 455（27番人気）
馬連票数 計 440865 的中 �� 1793（50番人気）
馬単票数 計 205402 的中 �� 241（120番人気）
ワイド票数 計 455723 的中 �� 1794（54番人気）�� 1068（69番人気）�� 38264（1番人気）
3連複票数 計 714928 的中 ��� 2026（83番人気）
3連単票数 計 738990 的中 ��� 152（813番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．9―12．3―12．5―12．5―12．9―13．0―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．8―42．1―54．6―1：07．1―1：20．0―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノワールフレグラン �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2020．2．9 京都9着

2017．5．21生 牝3青鹿 母 トロピカルブラッサム 母母 Barbara Sue 4戦1勝 賞金 5，610，000円
※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） 1頭 オレオレサララ号
（非抽選馬） 1頭 ハギノリュクス号

第２回 函館競馬 第３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



19027 7月11日 曇 良 （2函館2） 第3日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時55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

36 キタノギャラクシー 牡3鹿 56 松田 大作北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 B478＋ 21：09．4 15．3�
510 タイセイレフィーノ 牝3鹿 54 菱田 裕二田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 464－ 21：09．5� 3．7�
612 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 462＋ 81：09．71� 26．8�
35 サクセスハーモニー 牝3栗 54 大野 拓弥髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 444＋ 41：09．91 125．7�
23 ゴールドオーク 牝3青鹿54 柴山 雄一シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 矢野牧場 514＋121：10．0� 8．3�
48 	 サトノジヴェルニー 牡3栗 56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 446＋ 61：10．21� 2．0	
12 ユ ア ソ ー ラ 牡3鹿 56 岩田 康誠ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：10．52 15．8

11 マクラーレンベール 牡3鹿 56 横山 和生 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 492－ 41：10．6クビ 45．9�
611 キ ラ ビ ヤ カ 牝3黒鹿 54

52 △亀田 温心岡田 牧雄氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 408－ 4 〃 アタマ 160．9
714 クリムゾンオーラ 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 450＋ 6 〃 ハナ 147．3�

713 ゴープラチナム 牝3芦 54 加藤 祥太前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 2 〃 クビ 28．8�
24 マサノルビー 牝3黒鹿54 古川 吉洋猪野毛雅人氏 稲垣 幸雄 新ひだか 猪野毛牧場 418＋ 41：10．7クビ 154．5�
815 ジュネスドール 牡3鹿 56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 賀張中川牧場 446＋ 21：10．8� 149．6�
816 サントマリー 牝3栗 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 438＋101：10．9� 43．3�
47 ペイシャハミング 牝3栗 54 川島 信二北所 直人氏 石栗 龍彦 浦河 梅田牧場 442＋121：11．0� 257．7�
59 ハーモニクス 牝3鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 486＋ 8 〃 クビ 11．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，117，700円 複勝： 47，856，000円 枠連： 8，528，600円
馬連： 44，331，800円 馬単： 21，565，100円 ワイド： 41，493，400円
3連複： 65，313，900円 3連単： 77，777，900円 計： 339，984，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 560円 � 180円 � 600円 枠 連（3－5） 2，790円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 8，580円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 6，080円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 22，990円 3 連 単 ��� 166，830円

票 数

単勝票数 計 331177 的中 � 17297（5番人気）
複勝票数 計 478560 的中 � 19245（6番人気）� 89368（2番人気）� 17981（8番人気）
枠連票数 計 85286 的中 （3－5） 2366（11番人気）
馬連票数 計 443318 的中 �� 8446（13番人気）
馬単票数 計 215651 的中 �� 1884（24番人気）
ワイド票数 計 414934 的中 �� 8559（12番人気）�� 1706（44番人気）�� 7836（13番人気）
3連複票数 計 653139 的中 ��� 2130（62番人気）
3連単票数 計 777779 的中 ��� 338（386番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．7―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．5―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタノギャラクシー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2019．10．27 東京7着

2017．2．18生 牡3鹿 母 マダムコマンズ 母母 ライジングフラッグ 9戦1勝 賞金 6，910，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 クリムゾンオーラ号の騎手秋山稔樹は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔3走成績による出走制限〕 キラビヤカ号・ジュネスドール号・ペイシャハミング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年

9月11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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 スターオブフォース号・タッシーエルモ号・タマモマクシム号・トーセンポエム号・ポーカークイーン号・

ワイノナ号

19028 7月11日 曇 良 （2函館2） 第3日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時25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
1：45．7
1：43．9

良
良

11 イ カ ッ ト 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 452＋101：48．5 2．5�
34 アイオープナー 牝3青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 61：48．71� 7．6�
57 メイショウイナセ 牡3芦 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 448± 01：49．02 6．9�
45 サトノヴィーナス 牝3鹿 54

52 △亀田 温心 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム B472＋141：49．21 32．3�
33 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 506＋ 21：49．41� 272．9�
58 マイネルチェスト 牡3栗 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 21：49．72 46．9	
46 テ ル ヌ ー ラ 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：49．8� 3．8

712 ニシノアクシス 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 B500＋ 41：50．01� 7．9�
813 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 450－ 21：50．21� 63．3
610 クロワルース 牝3青鹿54 横山 武史 �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± 0 〃 アタマ 20．4�
69 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 B458± 01：50．3� 128．6�
22 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± 01：50．4クビ 28．4�
711 ビックハート 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 410＋ 41：52．3大差 98．4�
814 ランクアップ 牡3鹿 56 坂井 瑠星�リーヴァ 矢作 芳人 洞	湖 レイクヴィラファーム 506＋261：57．3大差 42．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，334，500円 複勝： 54，936，200円 枠連： 7，346，300円
馬連： 47，141，100円 馬単： 21，658，800円 ワイド： 43，990，900円
3連複： 68，603，100円 3連単： 80，162，000円 計： 363，172，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 180円 � 160円 枠 連（1－3） 940円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 460円 �� 470円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 5，350円

票 数

単勝票数 計 393345 的中 � 123606（1番人気）
複勝票数 計 549362 的中 � 98880（2番人気）� 71788（4番人気）� 93534（3番人気）
枠連票数 計 73463 的中 （1－3） 6052（3番人気）
馬連票数 計 471411 的中 �� 40797（2番人気）
馬単票数 計 216588 的中 �� 11519（2番人気）
ワイド票数 計 439909 的中 �� 24348（5番人気）�� 23362（6番人気）�� 29957（3番人気）
3連複票数 計 686031 的中 ��� 30875（3番人気）
3連単票数 計 801620 的中 ��� 10859（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．4―12．0―11．8―12．3―12．5―12．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．1―47．1―58．9―1：11．2―1：23．7―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

イ カ ッ ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Forestry デビュー 2020．3．1 阪神2着

2017．5．8生 牝3鹿 母 ロジャーズスー 母母 Fabulous 3戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 ビックハート号の騎手秋山稔樹は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランクアップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月11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〕 ビックハート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月11日まで平地競走に出走できない。



19029 7月11日 曇 良 （2函館2） 第3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

710 カイザーノヴァ 牡2鹿 54 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 464 ―1：10．2 18．9�
11 � クインズムーン 牝2鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 中川 公成 愛 Littlejohn

Bloodstock Ltd 442 ―1：10．41� 1．8�
22 デルマカンノン 牝2鹿 54 藤岡 佑介浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 426 ― 〃 クビ 29．4�
812 カトルショセット 牝2鹿 54 横山 武史�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 444 ―1：10．5クビ 7．1�
45 ドルチェヴィータ 牝2黒鹿54 菱田 裕二岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム 428 ―1：10．71� 138．0	
44 イズジョードリーム 牡2鹿 54

52 △亀田 温心泉 一郎氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 506 ―1：11．02 64．3

68 � カルフレグランス 牝2黒鹿54 大野 拓弥吉田 和子氏 新開 幸一 米 Perry Martin &

Denise Martin 474 ― 〃 クビ 9．6�
711 ロ ゼ ッ ト 牝2黒鹿54 藤岡 康太飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 418 ―1：11．53 5．6�
56 リルブラーヴ 牡2鹿 54 C．ルメール J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新ひだか 谷岡スタット 466 ―1：11．6クビ 16．2
33 リ ツ ィ タ ル 牝2栗 54 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 404 ― 〃 アタマ 58．0�
813 サイタオフェーリア 牝2青 54 横山 和生サイタグローバル 杉浦 宏昭 新冠 柏木 一則 430 ―1：11．7	 62．3�
57 サンダナポイント 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 404 ―1：11．91 164．2�
69 エイトラック 牝2鹿 54 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 460 ―1：13．9大差 149．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，400，200円 複勝： 53，105，600円 枠連： 8，774，800円
馬連： 46，994，000円 馬単： 30，927，200円 ワイド： 43，168，900円
3連複： 64，184，200円 3連単： 89，377，700円 計： 388，932，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 380円 � 110円 � 460円 枠 連（1－7） 350円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 830円 �� 3，600円 �� 780円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 61，590円

票 数

単勝票数 計 524002 的中 � 23456（6番人気）
複勝票数 計 531056 的中 � 24746（6番人気）� 204461（1番人気）� 19732（7番人気）
枠連票数 計 87748 的中 （1－7） 18899（1番人気）
馬連票数 計 469940 的中 �� 21203（7番人気）
馬単票数 計 309272 的中 �� 4255（18番人気）
ワイド票数 計 431689 的中 �� 13717（9番人気）�� 2934（32番人気）�� 14663（8番人気）
3連複票数 計 641842 的中 ��� 6253（27番人気）
3連単票数 計 893777 的中 ��� 1052（184番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―46．1―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイザーノヴァ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2018．2．19生 牡2鹿 母 ステラリード 母母 ウェルシュステラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 カイザーノヴァ号の騎手坂井瑠星は，4コーナーで外側に斜行したことについて令和2年7月25日から令和2年8月2日まで騎

乗停止。（被害馬：7番）

19030 7月11日 曇 良 （2函館2） 第3日 第6競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走12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

55 シフクユウヒ 牡3栗 56 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 504± 01：47．2 3．4�
68 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 476－ 4 〃 アタマ 6．6�
33 アグードイメル 牡3栗 56 横山 和生ケーエスHD 小野 次郎 平取 稲原牧場 480± 0 〃 ハナ 19．4�
44 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 482＋ 41：47．3� 19．6�
67 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 B464＋ 41：47．4� 6．4�

56 リュウグウハヤブサ 牡3鹿 56
54 △亀田 温心深澤 朝房氏 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 480－101：48．14 19．9	

22 コスモスーベニア 牡3栗 56 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 酒井 秀紀 520－ 6 〃 ハナ 29．1�
79 カ ラ ヤ ン 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 476－ 2 〃 クビ 193．8�
811 ジュンハルト 牡3黒鹿56 C．ルメール 河合 純二氏 田中 博康 新冠 マリオステー

ブル 456－ 21：48．2	 2．9
812 オレオレサララ 牝3鹿 54 黛 弘人
ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 518－ 61：49．37 196．6�
11 ロンギングフレンド 牝3黒鹿54 池添 謙一坂本 浩一氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 500－ 41：50．15 14．5�
710 サービスエース 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 日高 出口牧場 430－ 61：52．8大差 18．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，943，300円 複勝： 41，167，300円 枠連： 5，846，500円
馬連： 37，117，700円 馬単： 17，587，800円 ワイド： 35，210，800円
3連複： 55，993，900円 3連単： 67，715，900円 計： 290，583，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 180円 � 380円 枠 連（5－6） 430円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 410円 �� 960円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 5，310円 3 連 単 ��� 23，270円

票 数

単勝票数 計 299433 的中 � 68617（2番人気）
複勝票数 計 411673 的中 � 89488（1番人気）� 61359（3番人気）� 21035（7番人気）
枠連票数 計 58465 的中 （5－6） 10387（1番人気）
馬連票数 計 371177 的中 �� 25415（5番人気）
馬単票数 計 175878 的中 �� 5493（8番人気）
ワイド票数 計 352108 的中 �� 24216（3番人気）�� 9118（9番人気）�� 6547（17番人気）
3連複票数 計 559939 的中 ��� 7906（20番人気）
3連単票数 計 677159 的中 ��� 2109（64番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．6―12．1―12．5―12．7―13．1―13．3―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．7―41．8―54．3―1：07．0―1：20．1―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．2
1
3
・（1，7）（6，10）11，2，8（5，12）（3，4，9）・（1，7）2，9，8（6，5）11（3，4）10＝12

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

勝馬の
紹 介

シフクユウヒ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2019．9．8 阪神7着

2017．4．27生 牡3栗 母 アドマイヤトパーズ 母母 アドマイヤラピス 8戦1勝 賞金 10，470，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サービスエース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月11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〕 オレオレサララ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月11日まで平地競走に出走でき

ない。
※オレオレサララ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



19031 7月11日 曇 良 （2函館2） 第3日 第7競走 ��
��1，000�3歳以上1勝クラス

発走13時15分 （500万円以下） （ダート・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
57．7
56．9

重
重

810� イ ッ シ ン 牡3鹿 54 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff
Farm 556－ 8 58．6 1．8�

811 キラットダイヤ 牝3栗 52 吉田 隼人�ビリオンスター上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B450± 0 58．7	 9．5�
78 ローズオブシャロン 牝3青鹿52 池添 謙一�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 2 58．8
 4．7�
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 B452± 0 59．22
 12．4�
33 カズオルヴァル �3鹿 54 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 安田 隆行 むかわ 上水牧場 460－12 59．51	 13．5�
44 ディーズローリエ 牝3黒鹿52 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 440± 0 〃 クビ 18．2	
55 ゴールドクロス 牡5鹿 57 横山 武史河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 492＋ 2 59．6
 15．1

22 アテンフェアリー 牝4黒鹿55 黛 弘人齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 474＋ 4 59．7	 53．0�
11 トーセンリズム 牡3黒鹿54 丹内 祐次島川 �哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ

スティファーム 480＋ 2 59．8クビ 21．1
66 サ ン ラ イ ト 牡3鹿 54 松田 大作�三嶋牧場 上村 洋行 新ひだか 原口牧場 B460± 0 〃 ハナ 57．4�
79 イエロージニア 牝3栗 52

50 △亀田 温心林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 434＋ 61：01．18 40．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，999，900円 複勝： 100，152，000円 枠連： 6，930，400円
馬連： 48，110，800円 馬単： 28，504，000円 ワイド： 45，186，600円
3連複： 67，373，000円 3連単： 111，829，600円 計： 452，086，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（8－8） 650円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 290円 �� 220円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，310円

票 数

単勝票数 計 439999 的中 � 194099（1番人気）
複勝票数 計1001520 的中 � 593185（1番人気）� 75919（3番人気）� 105387（2番人気）
枠連票数 計 69304 的中 （8－8） 8155（3番人気）
馬連票数 計 481108 的中 �� 57567（2番人気）
馬単票数 計 285040 的中 �� 23772（2番人気）
ワイド票数 計 451866 的中 �� 39530（2番人気）�� 59027（1番人気）�� 15705（8番人気）
3連複票数 計 673730 的中 ��� 49720（1番人気）
3連単票数 計1118296 的中 ��� 24472（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．5―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イ ッ シ ン �
�
父 Take Charge Indy �

�
母父 Closing Argument デビュー 2019．12．14 阪神3着

2017．3．7生 牡3鹿 母 Appealing Stella 母母 Rucielo 5戦2勝 賞金 18，600，000円
〔制裁〕 トーセンリズム号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

19032 7月11日 小雨 良 （2函館2） 第3日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000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

67 ロフティーピーク 牝3鹿 52 吉田 隼人 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 488＋161：09．5 7．4�
22 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 422＋ 2 〃 ハナ 7．2�

811 エールヴィフ 牝3鹿 52 池添 謙一佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 498± 0 〃 ハナ 3．7�
11 シトラスノキセキ 牝4鹿 55 水口 優也加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B446± 0 〃 クビ 16．6�
33 メイショウラバンド 牝9鹿 55 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 468＋ 21：09．6� 26．2�
55 ブルーパピヨン 牝3鹿 52 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 440± 01：09．81� 13．0	
79 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± 01：09．9� 2．9�
810 ヤマニンプレシオサ 牝3黒鹿 52

49 ▲山田 敬士土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 472＋ 4 〃 ハナ 20．2�
44 	 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 B482－ 21：10．0クビ 25．8
78 	 デュアリティ 牝4鹿 55

53 △亀田 温心中西 宏彰氏 森 秀行 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 494± 0 〃 クビ 9．2�

66 ブノワデラダンス 牝3栗 52 黛 弘人岡田 牧雄氏 尾関 知人 新ひだか 沼田 照秋 432＋ 81：10．74 242．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 38，852，400円 複勝： 45，250，600円 枠連： 7，164，000円
馬連： 46，427，100円 馬単： 23，366，900円 ワイド： 40，892，000円
3連複： 64，594，500円 3連単： 88，233，200円 計： 354，780，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 190円 � 160円 枠 連（2－6） 2，990円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 920円 �� 550円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 22，850円

票 数

単勝票数 計 388524 的中 � 41866（4番人気）
複勝票数 計 452506 的中 � 37980（5番人気）� 59705（3番人気）� 86626（2番人気）
枠連票数 計 71640 的中 （2－6） 1853（12番人気）
馬連票数 計 464271 的中 �� 13654（11番人気）
馬単票数 計 233669 的中 �� 3535（19番人気）
ワイド票数 計 408920 的中 �� 11003（12番人気）�� 19534（3番人気）�� 17506（5番人気）
3連複票数 計 645945 的中 ��� 14551（9番人気）
3連単票数 計 882332 的中 ��� 2799（68番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―11．8―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．5―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロフティーピーク �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．9．29 中山1着

2017．2．25生 牝3鹿 母 ロフティーエイム 母母 ウィッチフルシンキング 5戦2勝 賞金 16，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 ブノワデラダンス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月11日まで平地競走に出走で

きない。



19033 7月11日 小雨 良 （2函館2） 第3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

89 フェイバリット 牡3黒鹿54 横山 和生島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 458－ 41：46．0 20．3�

22 スズカパンサー 牡3栗 54
51 ▲山田 敬士永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B458－ 2 〃 クビ 11．5�

11 タイセイポリシー 牡3黒鹿54 大野 拓弥田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 上野 正恵 488＋ 41：46．63� 2．9�
88 フジマサディープ 牡4鹿 57 丹内 祐次藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 496＋ 61：46．91� 10．0�
55 ダ ッ チ マ ン �3青鹿 54

52 △亀田 温心小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 452＋ 21：47．0� 2．6�
44 セイユメアカリ 牡3黒鹿54 坂井 瑠星金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 440－ 41：47．1� 7．3	
77 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± 01：47．41� 32．2

66 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－ 21：47．5クビ 8．5�
33 
 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 452－101：48．99 65．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，960，400円 複勝： 33，835，500円 枠連： 5，346，700円
馬連： 40，300，100円 馬単： 24，049，900円 ワイド： 32，189，400円
3連複： 56，319，400円 3連単： 96，938，000円 計： 328，939，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 580円 � 320円 � 150円 枠 連（2－8） 4，500円

馬 連 �� 14，260円 馬 単 �� 11，820円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 1，420円 �� 510円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 127，310円

票 数

単勝票数 計 399604 的中 � 15708（7番人気）
複勝票数 計 338355 的中 � 11977（8番人気）� 25031（6番人気）� 75349（2番人気）
枠連票数 計 53467 的中 （2－8） 919（16番人気）
馬連票数 計 403001 的中 �� 2190（28番人気）
馬単票数 計 240499 的中 �� 1526（42番人気）
ワイド票数 計 321894 的中 �� 2433（28番人気）�� 5696（18番人気）�� 17557（5番人気）
3連複票数 計 563194 的中 ��� 4141（35番人気）
3連単票数 計 969380 的中 ��� 552（283番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．9―12．0―12．2―12．3―12．9―13．1―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．1―42．1―54．3―1：06．6―1：19．5―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェイバリット �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．6．29 函館8着

2017．2．20生 牡3黒鹿 母 トーセンベルファム 母母 フライトオブエンジェルス 10戦2勝 賞金 12，600，000円

19034 7月11日 小雨 良 （2函館2） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

え さ ん

恵 山 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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

88 タイセイメガロス 牡3鹿 54 C．ルメール 田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 446± 01：47．8 3．2�
44 � サマーエモーション 牝3鹿 52 藤岡 康太ゴドルフィン 大久保龍志 英 Godolphin B440＋ 21：48．01	 3．8�
66 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 B444－ 21：48．1
 21．9�
33 � アイロンワークス 牡3鹿 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 472＋ 41：48．2クビ 7．8�
11 エフティイーリス 牝4黒鹿55 丹内 祐次吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：48．41� 48．0�
55 ギャンブラー 牡5黒鹿57 岩田 康誠大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 534＋10 〃 クビ 23．8�
77 マジストラル 牡4鹿 57 吉田 隼人 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：48．82� 15．1

22 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± 01：49．01	 2．6�
（8頭）

売 得 金
単勝： 44，984，900円 複勝： 42，221，000円 枠連： 発売なし
馬連： 57，611，100円 馬単： 33，108，300円 ワイド： 45，098，600円
3連複： 75，904，500円 3連単： 155，933，400円 計： 454，861，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 150円 � 360円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，060円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 10，350円

票 数

単勝票数 計 449849 的中 � 109647（2番人気）
複勝票数 計 422210 的中 � 73903（3番人気）� 85119（2番人気）� 22652（6番人気）
馬連票数 計 576111 的中 �� 62779（3番人気）
馬単票数 計 331083 的中 �� 19947（5番人気）
ワイド票数 計 450986 的中 �� 41693（4番人気）�� 10125（13番人気）�� 11246（11番人気）
3連複票数 計 759045 的中 ��� 16686（14番人気）
3連単票数 計1559334 的中 ��� 10914（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．6―48．8―1：00．3―1：11．8―1：23．3―1：35．2

コーナー
通過順位

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

2
4
4，5（2，7）（3，6）8－1
4－5（2，6，8）7，3－1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイメガロス 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Empire Maker デビュー 2019．10．20 京都7着

2017．4．5生 牡3鹿 母 インランジェリー 母母 Cat Chat 7戦2勝 賞金 20，227，000円



19035 7月11日 曇 良 （2函館2） 第3日 第11競走 ��
��2，000�

ごりょうかく

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

賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 3，650，000
3，650，000

円
円 1，820，000円

付 加 賞 189，000円 54，000円 14，000
14，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 � ナ イ マ マ 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 474－ 42：01．1 7．0�
66 ワセダインブルー 牡5鹿 57 大野 拓弥大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 41．8�
11 ドンアルゴス 牡5黒鹿57 川島 信二山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516＋ 62：01．2	 10．4�
77 セントレオナード 牡4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 同着 1．8�
88 ハ ウ エ バ ー 牡6栗 57 坂井 瑠星古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 430－ 22：01．3クビ 18．3�
89 ハナズレジェンド 牡7栗 57 藤岡 佑介広尾レース	 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 454－12 〃 クビ 11．2

44 スズカロング 牡6鹿 57 横山 武史永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 496± 02：01．4クビ 5．0�
33 ド ゥ ー カ 牡7栗 57 国分 恭介 	カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 498± 02：01．5
 24．5�
22 イノセントミューズ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 488± 02：02．13
 14．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 77，110，200円 複勝： 100，721，300円 枠連： 17，621，100円
馬連： 137，683，100円 馬単： 72，971，500円 ワイド： 99，904，200円
3連複： 193，853，800円 3連単： 363，970，800円 計： 1，063，836，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 160円 � 410円 �
�

180円
110円 枠 連（5－6） 9，810円

馬 連 �� 10，210円 馬 単 �� 17，890円

ワ イ ド �� 1，590円 ��
��

540円
260円

��
��

1，690円
680円

3 連 複 ���
���

9，960円
2，540円 3 連 単 ���

���
61，710円
26，030円

票 数

単勝票数 計 771102 的中 � 87072（3番人気）
複勝票数 計1007213 的中 �

�
88834
430374

（3番人気）
（1番人気）

� 23239（9番人気）� 72761（5番人気）

枠連票数 計 176211 的中 （5－6） 1392（24番人気）
馬連票数 計1376831 的中 �� 10445（29番人気）
馬単票数 計 729715 的中 �� 3058（48番人気）
ワイド票数 計 999042 的中 ��

��
8781
8276
（31番人気）
（33番人気）

��
��

28756
21844

（11番人気）
（15番人気）

�� 69649（3番人気）

3連複票数 計1938538 的中 ��� 7214（60番人気）��� 28838（21番人気）
3連単票数 計3639708 的中 ��� 2136（307番人気） ��� 5072（171番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．0―49．5―1：02．0―1：14．0―1：25．9―1：37．4―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ナ イ マ マ �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 ジャングルポケット （6戦1勝 賞金 28，350，000円）

2016．3．24生 牡4鹿 母 ニシノマドカ 母母 ニシノプロミネンス 11戦1勝 賞金 36，409，000円
地方デビュー 2018．5．31 門別

19036 7月11日 曇 良 （2函館2） 第3日 第12競走 ��
��1，700�

お し ま

渡 島 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

610 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 450－ 21：45．0 5．1�
45 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 482＋ 6 〃 クビ 7．6�
46 レオアルティメット 牡5栗 57 松田 大作�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 B540± 01：45．21	 15．8�
34 ソルトイブキ 牡4黒鹿57 古川 吉洋杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 488± 01：45．41	 4．0�
11 
 ヴ ィ ー ダ �5栗 57 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 430－ 61：45．61	 20．7�
813 ヤ ウ ガ ウ 牡3鹿 54 C．ルメール �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B472－ 81：45．81	 3．0	
33 
 シュプリームゾーン 牡6黒鹿57 柴山 雄一村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 514± 0 〃 アタマ 132．5

58 ホウオウライジン 牡4栗 57 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B484＋ 41：45．9クビ 14．2�
711 プチティラン 牡4鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム B486＋181：46．0� 39．2
814 ルプレジール 牝4鹿 55 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 506＋ 41：46．21� 41．3�
712 レコンキスタ 牡6栗 57 岩田 康誠村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B504＋101：46．41	 37．3�
69 ペイシャボム 牡6鹿 57 加藤 祥太北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 484＋ 21：46．5� 33．0�
57 ギガバッケン 牡5鹿 57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B572＋121：47．45 42．9�
22  タ ピ ゾ ー 牡6芦 57 池添 謙一大塚 亮一氏 菊川 正達 米 Mike G.

Rutherford B490－ 61：48．46 32．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 67，140，100円 複勝： 93，751，000円 枠連： 18，784，700円
馬連： 118，779，100円 馬単： 46，710，300円 ワイド： 103，620，300円
3連複： 188，048，100円 3連単： 202，162，500円 計： 838，996，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 220円 � 410円 枠 連（4－6） 1，280円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，600円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 10，960円 3 連 単 ��� 44，930円

票 数

単勝票数 計 671401 的中 � 104140（3番人気）
複勝票数 計 937510 的中 � 153041（3番人気）� 115159（4番人気）� 49327（6番人気）
枠連票数 計 187847 的中 （4－6） 11288（6番人気）
馬連票数 計1187791 的中 �� 48015（6番人気）
馬単票数 計 467103 的中 �� 11128（10番人気）
ワイド票数 計1036203 的中 �� 47093（6番人気）�� 16223（15番人気）�� 13420（19番人気）
3連複票数 計1880481 的中 ��� 12867（35番人気）
3連単票数 計2021625 的中 ��� 3262（130番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．2―12．6―12．5―12．4―12．4―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―30．1―42．7―55．2―1：07．6―1：20．0―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．4
1
3
6（9，10）1（7，12）13（3，2）8－（5，14）（4，11）
6（9，10）1（12，5）（3，7，4，13）（11，8，2）14

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

勝馬の
紹 介

オメガレインボー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．22 阪神2着

2016．4．10生 牡4栗 母 ワイキューブ 母母 エレガントフライ 14戦3勝 賞金 43，562，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ソリストサンダー号・ブラックカード号・マンハッタンロック号



（2函館2）第3日 7月11日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 141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

188，260，000円
7，260，000円
19，220，000円
1，041，000円
20，870，000円
59，944，500円
3，850，000円
1，353，600円

勝馬投票券売得金
536，969，500円
747，317，000円
100，749，200円
709，872，100円
367，614，300円
614，862，500円
1，037，786，800円
1，526，019，000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 5，641，190，400円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回函館競馬第3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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