
20001 7月3日 晴 良 （3函館1） 第1日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走9時50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
1：08．7
1：07．5

良
良

44 ナムラリコリス 牝2芦 54
52 △泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 466＋ 21：09．3 1．4�

11 プ ラ ソ ン 牝2鹿 54 藤岡 佑介市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：09．4� 5．5�
89 ニシノタマユラ 牝2黒鹿54 黛 弘人西山 茂行氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 450－ 61：09．82 29．6�
33 コスモツカサ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 430＋ 2 〃 クビ 13．9�
55 カルネアサーダ 牝2芦 54

51 ▲小沢 大仁吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 クビ 6．0�
22 ハッピーバレー 牝2鹿 54

52 △秋山 稔樹馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 462－ 41：10．01 20．4	
66 シュシュエラブル 牝2栗 54

50 ★永島まなみ山口 裕介氏 田村 康仁 浦河 阿波屋ファーム 432＋ 21：10．63� 50．0

78 ユ メ コ イ 牝2栗 54 池添 謙一古賀 禎彦氏 飯田 祐史 新ひだか 築紫 洋 410＋ 21：11．45 106．7�
810 フォーネリー 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大ディアレスト 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 376－ 41：11．61 128．1�
77 ロングセラーアスク 牝2鹿 54 荻野 琢真廣崎利洋HD 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 380＋ 41：12．77 133．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 29，209，600円 複勝： 94，628，500円 枠連： 5，717，600円
馬連： 36，132，400円 馬単： 27，118，900円 ワイド： 34，364，900円
3連複： 58，819，500円 3連単： 112，908，200円 計： 398，899，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 310円 枠 連（1－4） 410円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 230円 �� 520円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 292096 的中 � 157521（1番人気）
複勝票数 計 946285 的中 � 720983（1番人気）� 54192（3番人気）� 17140（6番人気）
枠連票数 計 57176 的中 （1－4） 10557（2番人気）
馬連票数 計 361324 的中 �� 64525（2番人気）
馬単票数 計 271189 的中 �� 34477（2番人気）
ワイド票数 計 343649 的中 �� 45599（2番人気）�� 15740（7番人気）�� 7076（13番人気）
3連複票数 計 588195 的中 ��� 22513（8番人気）
3連単票数 計1129082 的中 ��� 17381（15番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．6―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―45．1―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラリコリス �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 マツリダゴッホ デビュー 2021．6．19 札幌2着

2019．4．26生 牝2芦 母 ナムラキッス 母母 ナムラシンシア 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 フォーネリー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 フォーネリー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロングセラーアスク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月3日まで平地

競走に出走できない。

20002 7月3日 晴 良 （3函館1） 第1日 第2競走 ��2，400�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
2：32．6
2：28．6

良
不良

79 ハクシンパーソナル 牡3鹿 56 松田 大作新井原 博氏 清水 久詞 新冠 川上牧場 460± 02：38．0 20．2�
55 フィエラブラス 牡3黒鹿 56

54 △秋山 稔樹 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 484＋ 22：38．2� 23．0�
710� カフェディアブロ 牡3鹿 56 C．ルメール 西川 光一氏 堀 宣行 米 Camas

Park Stud 574 ― 〃 ハナ 2．4�
56 セ ル ヴ ォ 牡3鹿 56 国分 恭介奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 橋本牧場 466＋ 2 〃 アタマ 10．1�
812 スワーヴジョーダン �3栗 56 岩田 康誠�NICKS 田中 博康 千歳 社台ファーム 444－ 82：38．52 6．2	

33 ローラズウィシュ 牝3青 54
51 ▲小林 凌大�佐藤牧場 小島 茂之 新冠 佐藤牧場 B502± 02：38．71� 24．2


（法529）

11 キーストーリー 牡3青 56
54 △泉谷 楓真北前孔一郎氏 宮 徹 日高 クリアファーム 474＋ 62：39．97 36．3�

67 バンビーナミノル 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉岡 實氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B436＋ 22：40．64 99．0�
811 バ ケ ル 牡3青鹿 56

52 ★永島まなみケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 490＋ 4 〃 クビ 46．7
44 ジュンストーム 牡3黒鹿56 坂井 瑠星河合 純二氏 高柳 大輔 新冠 マリオステー

ブル 480＋ 42：41．55 7．1�
68 メイショウイナホ 牝3鹿 54 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B504＋ 82：44．3大差 5．6�
22 サンマルビクトリー 牡3青鹿56 古川 吉洋相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 502＋ 42：48．8大差 15．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，844，600円 複勝： 40，925，700円 枠連： 7，003，400円
馬連： 41，583，900円 馬単： 20，437，600円 ワイド： 45，073，500円
3連複： 72，537，500円 3連単： 75，990，400円 計： 338，396，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 410円 � 490円 � 170円 枠 連（5－7） 840円

馬 連 �� 18，450円 馬 単 �� 37，750円

ワ イ ド �� 4，930円 �� 1，400円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 26，440円 3 連 単 ��� 272，730円

票 数

単勝票数 計 348446 的中 � 13741（7番人気）
複勝票数 計 409257 的中 � 22721（8番人気）� 18362（9番人気）� 81015（1番人気）
枠連票数 計 70034 的中 （5－7） 6394（3番人気）
馬連票数 計 415839 的中 �� 1746（49番人気）
馬単票数 計 204376 的中 �� 406（101番人気）
ワイド票数 計 450735 的中 �� 2297（51番人気）�� 8430（19番人気）�� 8379（20番人気）
3連複票数 計 725375 的中 ��� 2057（95番人気）
3連単票数 計 759904 的中 ��� 202（759番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．6―12．6―13．2―13．1―13．2―13．4―13．1―14．4―13．9―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．5―37．1―49．7―1：02．9―1：16．0―1：29．2―1：42．6―1：55．7―2：10．1―2：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」 上り4F55．4―3F42．3
1
�
8，4－9，1，11－10，7，6－（12，3）2＝5
4，9，1（8，10，6）3（11，12）＝7，5＝2

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

勝馬の
紹 介

ハクシンパーソナル �
�
父 ワールドエース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．5．9 新潟10着

2018．4．8生 牡3鹿 母 プリマーベル 母母 アンブライドルドブリーズ 5戦1勝 賞金 5，610，000円
〔制裁〕 スワーヴジョーダン号の騎手岩田康誠は，1周目3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・2番）

スワーヴジョーダン号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3
番）

〔その他〕 カフェディアブロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
サンマルビクトリー号は，1周目3コーナーで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。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウイナホ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月3日まで平地競走
に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 カフェディアブロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年8月3日まで出走できない。
※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 テキサスブロンコ号・レッドクラーガ号

第１回 函館競馬 第１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



20003 7月3日 晴 良 （3函館1） 第1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 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 タイセイシェダル 牡3栗 56 吉田 隼人田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 458＋121：47．6 2．7�
56 テイエムリオン 牡3黒鹿 56

54 △泉谷 楓真竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 山田 政宏 480＋ 81：47．7� 6．1�
710 メイショウカークス 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 本巣 敦 410＋ 21：47．8クビ 13．4�
79 ゼ ー タ 牡3青鹿56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452＋ 41：48．44 13．1�
811 ガリレオインパクト 牝3黒鹿 54

51 ▲西谷 凜 C．フィプケ氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 440－ 41：48．82� 36．9�
44 シゲルダイナミック 牡3鹿 56 C．ルメール 森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 藤原牧場 482－161：49．75 2．4�
68 ワールドマックス 牡3青鹿56 横山 和生池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 472＋ 61：49．91� 25．0	
67 チュウワヴィグラス 牡3黒鹿56 原田 和真中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 B494－ 41：50．32� 361．0

22 セ ン ナ リ �3鹿 56 黛 弘人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 460± 01：50．93� 98．2�
812 サニーサンピング 牡3鹿 56

54 △秋山 稔樹陳 立文氏 稲垣 幸雄 日高 日高大洋牧場 564＋ 6 〃 アタマ 314．9
33 テキサスブロンコ 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁山田 弘氏 高木 登 新冠 新冠橋本牧場 B462＋ 41：51．1� 126．5�
55 ル リ オ ウ 牡3芦 56 横山 武史大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 ディアレスト

クラブ 496－ 21：51．2� 12．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 33，307，700円 複勝： 39，709，900円 枠連： 7，319，800円
馬連： 42，868，300円 馬単： 21，638，700円 ワイド： 40，677，700円
3連複： 73，292，400円 3連単： 97，647，600円 計： 356，462，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 220円 枠 連（1－5） 650円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 320円 �� 560円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 7，190円

票 数

単勝票数 計 333077 的中 � 96615（2番人気）
複勝票数 計 397099 的中 � 101757（1番人気）� 61554（3番人気）� 36764（4番人気）
枠連票数 計 73198 的中 （1－5） 8711（3番人気）
馬連票数 計 428683 的中 �� 40243（2番人気）
馬単票数 計 216387 的中 �� 12355（4番人気）
ワイド票数 計 406777 的中 �� 35485（2番人気）�� 18240（5番人気）�� 12301（13番人気）
3連複票数 計 732924 的中 ��� 26225（7番人気）
3連単票数 計 976476 的中 ��� 9835（16番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．7―12．3―13．0―13．1―13．5―13．0―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―29．7―42．0―55．0―1：08．1―1：21．6―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイシェダル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．31 東京3着

2018．3．2生 牡3栗 母 ココモオレンジ 母母 オレンジピール 4戦1勝 賞金 9，410，000円
※テキサスブロンコ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20004 7月3日 晴 良 （3函館1） 第1日 第4競走 1，000�3歳未勝利
発走11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
57．7
56．9

重
重

812 ド ナ テ ッ ラ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 472＋ 81：00．1 2．7�
67 メイショウマグワシ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 斉藤英牧場 418＋281：00．2� 42．2�
55 マテンロウアスカ 牝3栗 54 藤岡 佑介寺田千代乃氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 B432± 01：00．41� 7．2�
44 スペシャリティ 牝3青鹿54 吉田 隼人中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 408－ 21：00．5� 13．4�
710 エコロテッチャン 牝3鹿 54 丹内 祐次原村 正紀氏 岩戸 孝樹 安平 追分ファーム 422－ 2 〃 クビ 3．5�
56 スイートチョコ 牝3栗 54

52 △山田 敬士玉置 潔氏 深山 雅史 新ひだか 谷藤 弘美 430－ 81：00．92� 134．2	
33 フェスティヴポン 牝3栗 54

50 ★永島まなみ臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 村上 進治 412＋ 61：01．0� 62．5

11 スエヒロヴァン 牝3鹿 54 加藤 祥太�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 452－ 91：01．21� 40．0�
79 アルマロベイラ 牝3芦 54 横山 和生コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 468＋ 81：01．3クビ 6．4�
22 ピックアペタル 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人北原 摩留氏 伊藤 伸一 新ひだか 今 牧場 462－ 41：01．61� 229．6
68 マニトゥーリン 牝3栗 54

52 △泉谷 楓真�G1レーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：01．91� 6．4�
811 デファイグラビティ 牝3黒鹿 54

52 △秋山 稔樹琴浦 諒氏 本間 忍 日高 白井牧場 500 ― 〃 アタマ 101．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，120，200円 複勝： 35，545，700円 枠連： 7，168，900円
馬連： 36，756，500円 馬単： 18，964，200円 ワイド： 35，137，000円
3連複： 55，199，400円 3連単： 70，353，600円 計： 290，245，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 620円 � 190円 枠 連（6－8） 740円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 6，330円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 420円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 27，390円

票 数

単勝票数 計 311202 的中 � 90305（1番人気）
複勝票数 計 355457 的中 � 100075（1番人気）� 9748（7番人気）� 45475（4番人気）
枠連票数 計 71689 的中 （6－8） 7425（2番人気）
馬連票数 計 367565 的中 �� 7284（16番人気）
馬単票数 計 189642 的中 �� 2245（25番人気）
ワイド票数 計 351370 的中 �� 7844（16番人気）�� 23897（4番人気）�� 2546（32番人気）
3連複票数 計 551994 的中 ��� 5384（26番人気）
3連単票数 計 703536 的中 ��� 1862（106番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．3―34．9―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ナ テ ッ ラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．10．3 中山7着

2018．4．15生 牝3鹿 母 フェニーチェ 母母 エルフィンフェザー 6戦1勝 賞金 7，100，000円



20005 7月3日 晴 良 （3函館1） 第1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
1：07．5

良
良

66 カワキタレブリー 牡2黒鹿54 加藤 祥太川島 和範氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 422 ―1：10．7 4．9�
89 パスポートチェック 牡2栗 54 C．ルメールゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492 ― 〃 アタマ 2．0�
11 ミッドナイトミニー 牝2鹿 54 大野 拓弥小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 450 ―1：10．8� 21．4�
810 ポッドヴァイン 牡2鹿 54 勝浦 正樹小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 416 ―1：11．01� 37．7�
78 アーサーズウィーク 牡2鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 新開 幸一 平取 坂東牧場 510 ―1：11．21� 5．7�
77 ソウルフルハート 牝2鹿 54 池添 謙一中村 智幸氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 452 ―1：11．73 11．1	
55 グレンステラ 牝2黒鹿54 丹内 祐次村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 田中 春美 438 ―1：12．02 41．5

33 エイシンウパシ 牝2芦 54 吉田 隼人�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 446 ―1：12．1� 10．6�
44 ヒロノゴウカイ 牡2鹿 54

52 △秋山 稔樹小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 476 ―1：13．27 143．5
22 フォーエバーソング 牝2黒鹿54 菊沢 一樹石川 秀守氏 加用 正 熊本 ストームファーム

コーポレーション 418 ―1：13．41 30．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 42，378，400円 複勝： 41，152，600円 枠連： 6，928，900円
馬連： 42，401，800円 馬単： 25，240，500円 ワイド： 35，526，700円
3連複： 57，370，200円 3連単： 92，072，100円 計： 343，071，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 110円 � 360円 枠 連（6－8） 550円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，140円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 9，140円

票 数

単勝票数 計 423784 的中 � 71019（2番人気）
複勝票数 計 411526 的中 � 62146（2番人気）� 169757（1番人気）� 15602（6番人気）
枠連票数 計 69289 的中 （6－8） 9623（2番人気）
馬連票数 計 424018 的中 �� 62996（1番人気）
馬単票数 計 252405 的中 �� 16185（3番人気）
ワイド票数 計 355267 的中 �� 49961（1番人気）�� 6889（14番人気）�� 13144（7番人気）
3連複票数 計 573702 的中 ��� 19169（6番人気）
3連単票数 計 920721 的中 ��� 7302（24番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―11．7―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．9―46．6―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カワキタレブリー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．4．4生 牡2黒鹿 母 カフジビーナス 母母 タッソーニー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 エイシンウパシ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔その他〕 エイシンウパシ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

20006 7月3日 晴 良 （3函館1） 第1日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時45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 メイショウオニユリ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 438＋ 41：48．7 5．0�
47 ノアスマッシュ 牝3鹿 54 武 豊佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 430＋ 21：48．91� 3．4�
612 ビューティーウェイ 牝3栗 54 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438－ 61：49．0クビ 18．9�
713 カ タ リ ー ナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介近藤 英子氏 松下 武士 洞�湖 レイクヴィラファーム 440－ 4 〃 クビ 10．9�
12 セラスチューム 牝3栗 54 横山 和生ライオンレースホース� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 23．3�
611 シュトゥルーデル 牝3芦 54 団野 大成金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：49．1クビ 9．1	
816 ウエスタンエポナ 牝3鹿 54 横山 武史西川 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 424－ 21：49．31� 12．6

714 アースフレア 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484± 0 〃 ハナ 7．1�
35 パネットーネ 牝3黒鹿54 菱田 裕二吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 428± 01：49．4� 105．7
23 デルマムリョウ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 468－ 21：49．5� 83．1�
59 デルマアミダ 牝3栗 54 坂井 瑠星浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 480＋101：49．6� 12．4�
36 サトノブルーム 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 安平 追分ファーム 396＋12 〃 クビ 94．1�
24 フクノグラーティア 牝3黒鹿54 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 454＋ 8 〃 クビ 17．8�
815 ミスハイローラー 牝3鹿 54 古川 吉洋 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 486－ 21：49．7� 158．4�
48 メ ル ジ ー ナ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 藤原牧場 466＋ 61：49．9� 16．2�

510 メ リ ス 牝3栗 54
51 ▲小沢 大仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 468＋141：50．0� 170．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，815，100円 複勝： 51，187，300円 枠連： 10，621，200円
馬連： 46，826，700円 馬単： 20，571，000円 ワイド： 53，652，400円
3連複： 88，331，300円 3連単： 80，611，000円 計： 385，616，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 150円 � 360円 枠 連（1－4） 710円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，220円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 19，160円

票 数

単勝票数 計 338151 的中 � 54005（2番人気）
複勝票数 計 511873 的中 � 87575（2番人気）� 109349（1番人気）� 27158（8番人気）
枠連票数 計 106212 的中 （1－4） 11438（2番人気）
馬連票数 計 468267 的中 �� 39341（1番人気）
馬単票数 計 205710 的中 �� 7011（2番人気）
ワイド票数 計 536524 的中 �� 41703（1番人気）�� 10691（15番人気）�� 10030（17番人気）
3連複票数 計 883313 的中 ��� 14151（7番人気）
3連単票数 計 806110 的中 ��� 3049（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―35．6―47．9―1：00．3―1：12．6―1：24．8―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1
1
3
2，14（4，8）1（3，16）9，11－（7，10）－（6，12）（5，13）－15・（2，14）4（1，16，8）11（3，9）（7，10）（6，12）（5，13）15

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

勝馬の
紹 介

メイショウオニユリ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ドリームジャーニー デビュー 2020．11．28 阪神3着

2018．3．23生 牝3鹿 母 ヒガシドリーム 母母 シュガーハート 8戦1勝 賞金 10，510，000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 ウルザブルン号

追 加 記 事（第 1回札幌競馬第 5日第 3競走）
〔その他〕　　ニースバローズ号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」・「3走成績による出走制限」の適用を除外。



20007 7月3日 晴 良 （3函館1） 第1日 第7競走 1，200�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
1：06．8
1：06．5

良
良

815 ララマカロン 牝3鹿 54 大野 拓弥フジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム B472＋ 61：09．1 2．6�
（法942）

35 アルバリーニョ 牝3鹿 54 横山 和生中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 442＋ 41：09．31� 13．4�
714 ロ ゼ ク ラ ン 牝3黒鹿54 団野 大成水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 450＋ 21：09．51� 10．6�
612 キ ャ ン ビ ー 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 市川フアーム B510－ 2 〃 ハナ 19．1�
611 ニューアリオン 牡3鹿 56 藤岡 佑介フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 474± 01：09．6� 4．9	
48 エコロキング 牡3青鹿56 池添 謙一原村 正紀氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 434－ 2 〃 ハナ 4．9

47 リッターヴォルト 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 日高 三輪 幸子 474＋ 61：09．81� 70．4�

713 イ ダ リ ス 牝3青鹿54 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 430＋ 21：09．9アタマ 175．0�
23 スペキアリス 牝3青 54 岩田 康誠�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 458＋10 〃 クビ 11．5
24 リュウールドレ 牝3栗 54

52 △泉谷 楓真 �ローレルレーシング 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 396－ 4 〃 クビ 42．0�
510 ラブバルドー 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人増田 陽一氏 田島 俊明 日高 奥山 博 432＋ 61：10．0� 101．5�
12 サードウェーブ 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 446－121：10．1クビ 86．5�
36 スカイカンナ 牝3鹿 54 原田 和真小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 440＋ 2 〃 クビ 115．1�
816 アロハロック 牝3青 54

53 ☆斎藤 新荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 むかわ 上水牧場 416－101：10．31 156．5�
59 セツゲツフウカ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 448＋241：10．51� 14．0�
11 イデアエスクロー 牡3鹿 56 黛 弘人益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 470－ 41：10．61 125．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，462，100円 複勝： 47，310，000円 枠連： 9，611，200円
馬連： 46，651，200円 馬単： 20，657，800円 ワイド： 48，395，000円
3連複： 82，989，100円 3連単： 85，885，400円 計： 376，961，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 280円 � 230円 枠 連（3－8） 1，510円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 660円 �� 420円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 14，740円

票 数

単勝票数 計 354621 的中 � 108698（1番人気）
複勝票数 計 473100 的中 � 117765（1番人気）� 35839（5番人気）� 47770（4番人気）
枠連票数 計 96112 的中 （3－8） 4931（6番人気）
馬連票数 計 466512 的中 �� 20231（5番人気）
馬単票数 計 206578 的中 �� 5693（7番人気）
ワイド票数 計 483950 的中 �� 18812（6番人気）�� 32084（2番人気）�� 7136（19番人気）
3連複票数 計 829891 的中 ��� 16315（8番人気）
3連単票数 計 858854 的中 ��� 4224（22番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―11．5―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ララマカロン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 バ ゴ デビュー 2020．9．5 札幌8着

2018．1．21生 牝3鹿 母 イ オ ス 母母 チ ュ ー ニ ー 6戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 エコロキング号の騎手池添謙一は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔3走成績による出走制限〕 ラブバルドー号・イデアエスクロー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月3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。
（非抽選馬） 5頭 クールシラユリ号・ジュリエットパール号・デクラーク号・プレジャジンク号・ミエノベルル号

20008 7月3日 晴 良 （3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）

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 マリノエンブレム 牝3青鹿52 丹内 祐次矢野 恭裕氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 460＋ 4 59．2 11．9�
22 � プリンセスヨウク 牝7鹿 55

53 △秋山 稔樹ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 464＋10 59．41� 13．6�
67 アーバンヒーロー 牡3栗 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 石田牧場 502＋ 2 59．5� 8．8�
11 ハイレリーフ 牝3青鹿52 吉田 隼人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B438＋ 8 59．71� 57．7�
79 サ ノ カ ポ 牝3黒鹿 52

49 ▲小林 凌大佐野 信幸氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 428－16 〃 ハナ 91．1�
811 サーストンネイジュ 牝5芦 55 団野 大成玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 488＋18 〃 クビ 27．7	
812 アイスヴィスタ 牝4芦 55 坂井 瑠星村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 476－ 2 59．91� 54．3

33 ノアファンタジー 牝3鹿 52

49 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 478＋12 〃 ハナ 2．1�
44 カフェアヴニール 牡3青鹿54 勝浦 正樹西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 466＋ 41：00．0アタマ 45．1�
710 ジェットエンブレム 牡3栗 54

51 ▲小沢 大仁犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 496－ 2 〃 クビ 2．8
55 フィールドモーリス 牡3鹿 54

52 △泉谷 楓真地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか 中田 英樹 466＋ 61：00．2� 33．3�
56 エレファンティネ 牝3栗 52

51 ☆斎藤 新下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 432＋ 21：00．94 35．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，689，400円 複勝： 39，487，400円 枠連： 7，574，800円
馬連： 42，334，400円 馬単： 22，694，200円 ワイド： 44，576，000円
3連複： 66，439，900円 3連単： 96，524，300円 計： 355，320，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 300円 � 270円 � 260円 枠 連（2－6） 3，230円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 12，710円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，430円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 13，910円 3 連 単 ��� 90，290円

票 数

単勝票数 計 356894 的中 � 23797（4番人気）
複勝票数 計 394874 的中 � 32895（5番人気）� 39344（4番人気）� 40695（3番人気）
枠連票数 計 75748 的中 （2－6） 1814（11番人気）
馬連票数 計 423344 的中 �� 5350（20番人気）
馬単票数 計 226942 的中 �� 1339（36番人気）
ワイド票数 計 445760 的中 �� 9343（12番人気）�� 8063（15番人気）�� 6065（20番人気）
3連複票数 計 664399 的中 ��� 3582（48番人気）
3連単票数 計 965243 的中 ��� 775（267番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．1―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリノエンブレム �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．7．25 新潟5着

2018．3．22生 牝3青鹿 母 マジッククレスト 母母 ソルティレージュ 6戦2勝 賞金 15，470，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サウンドブライアン号
（非抽選馬） 1頭 セルフメイド号



20009 7月3日 晴 良 （3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）

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

44 エマージングロール 牡3鹿 54 横山 武史吉田 晴哉氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 21：44．9 1．8�

813 アンジェリーブル 牝5栗 55 菊沢 一樹�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466－ 81：46．610 11．4�
812 クリノドラゴン 牡3栗 54 武 豊栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 472－ 21：47．02� 6．8�
69 ラ ル フ 牡3栗 54 団野 大成�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 478－ 61：47．52� 10．2�
711 タイセイドリーマー 牡3栗 54 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 500＋101：47．82 8．2	
33 オウケンロジータ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 496－10 〃 アタマ 90．5

68 クールインパクト 牡4栗 57 古川 吉洋佐藤 範夫氏 上村 洋行 日高 ナカノファーム 504－ 41：47．9クビ 86．7�
57 � バンディエラ 牡5栗 57

55 △秋山 稔樹�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 松本 信行 B520－121：48．11� 54．5�
22 � エムテイフラッシュ 牡4青鹿 57

54 ▲西谷 凜谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 482＋12 〃 ハナ 330．8
56 テンウォークライ 牡3栗 54 原田 和真天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 478± 01：48．52� 55．5�
11 タンカノキミ 牝4鹿 55 国分 恭介岡 浩二氏 大根田裕之 登別 登別上水牧場 428－ 21：51．5大差 176．9�
45 シルバースピリット 牡3黒鹿54 C．ルメール 嶋田 賢氏 藤沢 和雄 浦河 三嶋牧場 466＋ 61：51．71� 5．4�

（12頭）
710 サノノヒーロー 牡3青 54 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 472＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 44，996，800円 複勝： 70，599，500円 枠連： 10，334，600円
馬連： 42，898，200円 馬単： 23，406，900円 ワイド： 42，435，800円
3連複： 65，389，800円 3連単： 88，614，000円 計： 388，675，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 180円 枠 連（4－8） 320円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 290円 �� 310円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 5，010円

票 数

単勝票数 差引計 449968（返還計 26206） 的中 � 197992（1番人気）
複勝票数 差引計 705995（返還計 37979） 的中 � 387669（1番人気）� 60587（2番人気）� 50895（5番人気）
枠連票数 差引計 103346（返還計 1480） 的中 （4－8） 24650（1番人気）
馬連票数 差引計 428982（返還計 87195） 的中 �� 48758（1番人気）
馬単票数 差引計 234069（返還計 42168） 的中 �� 17655（2番人気）
ワイド票数 差引計 424358（返還計 94985） 的中 �� 40268（1番人気）�� 35499（3番人気）�� 17006（6番人気）
3連複票数 差引計 653898（返還計239343） 的中 ��� 30009（7番人気）
3連単票数 差引計 886140（返還計314440） 的中 ��� 12806（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．3―42．8―55．4―1：07．7―1：19．9―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エマージングロール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2020．8．1 新潟10着

2018．4．26生 牡3鹿 母 フィーリングトーン 母母 グレースランド 4戦2勝 賞金 14，700，000円
〔競走除外〕 サノノヒーロー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔四肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時

刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サノノヒーロー号は，令和3年7月4日から令和3年8月2日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔その他〕 タンカノキミ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルバースピリット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月3日まで平地競

走に出走できない。

20010 7月3日 晴 良 （3函館1） 第1日 第10競走 ��
��2，000�

が ぎ ゅ う ざ ん

臥 牛 山 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

45 インペリアルフィズ 牡7栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B480＋ 62：01．4 42．0�
33 クロスザルビコン 牡4青鹿57 吉田 隼人小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 6 〃 クビ 11．1�
22 デルマアシュラ 牡3青 54 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 410± 02：01．82� 8．2�
711 アイスジェイド 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：01．9� 4．4�
44 アドマイヤハレー 牡3青鹿54 横山 武史近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 460＋ 82：02．0� 3．1	
812 ケルンキングダム 	5鹿 57 菱田 裕二谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 438＋ 8 〃 アタマ 20．2

11 マイネルエキサイト 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 498± 02：02．21 15．3�
68 
 ゾ ロ 牡5栗 57 団野 大成北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 2 〃 ハナ 157．9
56 クリノブレーヴ 牡4鹿 57 泉谷 楓真栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム B454＋ 2 〃 クビ 238．4�
710 ダイワセントライト 牡4栗 57 菊沢 一樹大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486± 02：02．3クビ 150．6�
69 
 ホウオウビクトリー 牡5鹿 57 斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 482＋102：02．61� 26．4�
57 ホウオウジョルノ 牡3芦 54 横山 和生小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 468－ 4 〃 クビ 12．4�

813 ララサンスフル 牝3黒鹿52 武 豊フジイ興産� 手塚 貴久 新ひだか グランド牧場 496＋ 42：02．81� 4．4�
（法942）

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，123，600円 複勝： 59，800，600円 枠連： 11，991，400円
馬連： 71，767，300円 馬単： 30，266，100円 ワイド： 61，663，400円
3連複： 114，098，800円 3連単： 133，084，100円 計： 527，795，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，200円 複 勝 � 900円 � 260円 � 280円 枠 連（3－4） 1，530円

馬 連 �� 17，000円 馬 単 �� 41，340円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 4，080円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 31，530円 3 連 単 ��� 322，690円

票 数

単勝票数 計 451236 的中 � 8575（10番人気）
複勝票数 計 598006 的中 � 14836（10番人気）� 65621（4番人気）� 59348（5番人気）
枠連票数 計 119914 的中 （3－4） 6036（6番人気）
馬連票数 計 717673 的中 �� 3270（41番人気）
馬単票数 計 302661 的中 �� 549（89番人気）
ワイド票数 計 616634 的中 �� 4233（39番人気）�� 3821（40番人気）�� 15934（10番人気）
3連複票数 計1140988 的中 ��� 2714（98番人気）
3連単票数 計1330841 的中 ��� 299（712番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．4―36．3―48．3―1：00．9―1：13．4―1：25．4―1：37．2―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

インペリアルフィズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．6 東京7着

2014．2．25生 牡7栗 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ 27戦2勝 賞金 33，576，000円
※ゾロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



20011 7月3日 晴 良 （3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，3勝クラス，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

北海道日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

58 メリーメーキング 牡5黒鹿57 国分 恭介前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大
作ステーブル B470＋101：08．5 95．0�

22 � ショウナンアリアナ 牝5鹿 55 藤岡 佑介国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-
ente Holding 450＋ 21：08．6クビ 3．8�

69 メイショウミモザ 牝4芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 460＋18 〃 ハナ 4．8�
57 カワキタアジン 牝4鹿 55 泉谷 楓真川島 徹郎氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 510＋18 〃 クビ 15．5�
34 ショウナンバニラ 牝5鹿 55 岩田 康誠�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 448＋ 6 〃 ハナ 7．4�
813 ヤマニンペダラーダ 牡7黒鹿57 松田 大作土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 482－ 61：08．7アタマ 41．3	
46 	 シルヴェーヌ 牝6鹿 55 黛 弘人西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 462＋ 21：08．81
 51．3

33 チェアリングソング 牡4栗 57 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 6 〃 ハナ 15．4�
814 シトラスノート 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 458－ 6 〃 アタマ 7．5
11 サンラモンバレー 牡6鹿 57 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 498± 01：08．9クビ 94．1�
45 	 マルカテノール 牡7鹿 57 団野 大成日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 476－ 41：09．11
 203．4�
610 アテンフラワー 牝6青鹿55 川又 賢治�マークス 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 486＋ 21：09．52� 118．1�
711 ファーストフォリオ 牝4栗 55 C．ルメール �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454＋18 〃 クビ 3．6�
712 ケルティックソード 牡8栗 57 斎藤 新吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 500－ 21：10．03 28．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 83，098，900円 複勝： 104，889，200円 枠連： 33，498，500円
馬連： 200，716，900円 馬単： 75，063，600円 ワイド： 137，288，400円
3連複： 337，900，400円 3連単： 380，049，300円 計： 1，352，505，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，500円 複 勝 � 1，300円 � 160円 � 200円 枠 連（2－5） 3，400円

馬 連 �� 17，890円 馬 単 �� 45，000円

ワ イ ド �� 4，610円 �� 5，940円 �� 500円

3 連 複 ��� 32，240円 3 連 単 ��� 400，480円

票 数

単勝票数 計 830989 的中 � 6996（12番人気）
複勝票数 計1048892 的中 � 14655（11番人気）� 217974（1番人気）� 141301（3番人気）
枠連票数 計 334985 的中 （2－5） 7623（13番人気）
馬連票数 計2007169 的中 �� 8694（38番人気）
馬単票数 計 750636 的中 �� 1251（89番人気）
ワイド票数 計1372884 的中 �� 7298（41番人気）�� 5646（49番人気）�� 78052（3番人気）
3連複票数 計3379004 的中 ��� 7859（91番人気）
3連単票数 計3800493 的中 ��� 688（794番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．9―11．3―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．5―44．8―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 6（2，10，11）（9，12）1（4，14）7，3（8，5，13） 4 6，2（1，10，11）9（4，12）14（3，7）8，13，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メリーメーキング �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．9．9 阪神5着

2016．5．11生 牡5黒鹿 母 モエレオープンヒメ 母母 イージーマインド 30戦4勝 賞金 65，873，000円

20012 7月3日 晴 良 （3函館1） 第1日 第12競走 ��1，800�
と う や こ

洞 � 湖 特 別
発走16時05分 （芝・右）

3歳以上，2勝クラス；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 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

55 � サトノセシル 牝5鹿 55 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 英 Faisal Meshrf
Alqahtani 456± 01：47．0 4．4�

11 プライムフェイズ 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468＋121：47．21� 5．8�
33 エ ト ワ ー ル 牝5栗 55 岩田 康誠近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 500＋ 2 〃 クビ 14．7�
66 イ カ ッ ト 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 472＋121：47．3� 2．4�
811 ダンツイノーバ 牝4栗 55 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 456＋ 41：47．51� 47．5	
78 メイショウカクウン 牡6青鹿57 横山 和生松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 462＋ 41：47．6アタマ 17．7

67 アナザーラブソング 牡5栗 57 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 490± 0 〃 アタマ 13．0�
44 	 ブラックデビル 
6鹿 57 坂井 瑠星岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 460－ 6 〃 クビ 28．7�
22 ピースマインド 牡8鹿 57 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 450－121：47．7� 42．0
79 ウエストンバート 牡3鹿 54 横山 武史�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 522－ 61：48．12� 6．8�
810 ザ イ ラ 牝4鹿 55 吉田 隼人吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 484± 01：48．31� 45．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 64，608，000円 複勝： 78，830，000円 枠連： 16，715，900円
馬連： 95，650，600円 馬単： 45，349，000円 ワイド： 86，078，900円
3連複： 153，368，800円 3連単： 210，174，800円 計： 750，776，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 180円 � 300円 枠 連（1－5） 1，450円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 540円 �� 660円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 17，290円

票 数

単勝票数 計 646080 的中 � 116105（2番人気）
複勝票数 計 788300 的中 � 98565（4番人気）� 124327（2番人気）� 59839（6番人気）
枠連票数 計 167159 的中 （1－5） 8917（7番人気）
馬連票数 計 956506 的中 �� 52422（4番人気）
馬単票数 計 453490 的中 �� 11704（8番人気）
ワイド票数 計 860789 的中 �� 42299（4番人気）�� 33522（7番人気）�� 23862（11番人気）
3連複票数 計1533688 的中 ��� 30954（10番人気）
3連単票数 計2101748 的中 ��� 8811（43番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．1―12．1―12．2―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．2―47．3―59．4―1：11．6―1：23．3―1：34．8

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

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

勝馬の
紹 介

�サトノセシル �
�
父 Frankel �

�
母父 Observatory デビュー 2019．7．21 福島2着

2016．4．16生 牝5鹿 母 Dupe 母母 Double Crossed 9戦3勝 賞金 43，118，000円



（3函館1）第1日 7月3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 150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

183，580，000円
6，040，000円
18，100，000円
1，290，000円
20，350，000円
62，565，500円
4，125，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
513，654，400円
704，066，400円
134，486，200円
746，588，200円
351，408，500円
664，869，700円
1，225，737，100円
1，523，914，800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 5，864，725，300円

総入場人員 1，103名 （有料入場人員 954名）
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