
20109 8月1日 曇 良 （3函館1） 第10日 第1競走 ��1，000�2歳未勝利
発走9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
58．5
57．7

不良
重

11 ヒルノショパン 牡2栗 54 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 438－ 21：00．7 1．4�
88 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 434＋ 41：00．91� 5．8�
89 タマモエース 牡2栗 54 団野 大成タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 448＋ 81：01．11 29．9�
44 テリオスリノ 牝2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 430± 0 〃 クビ 8．0�
55 マイアミュレット 牡2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真�マークス 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 456－ 21：01．84 21．2	
22 リューイーソー 牝2鹿 54

52 △秋山 稔樹�ヤナガワ牧場 杉山 佳明 日高 ヤナガワ牧場 454－121：02．11� 59．1

33 ニシノフウジン 牡2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 442± 01：02．52 36．1�
77 タマノルーナ 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 424＋ 21：02．71� 13．1�
66 パラチェーン 牡2鹿 54 水口 優也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 438＋ 41：03．44 76．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，062，000円 複勝： 130，046，400円 枠連： 6，842，000円
馬連： 46，042，800円 馬単： 36，910，600円 ワイド： 48，112，800円
3連複： 78，233，800円 3連単： 166，329，300円 計： 550，579，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 130円 � 350円 枠 連（1－8） 260円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 160円 �� 610円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 4，220円

票 数

単勝票数 計 380620 的中 � 217295（1番人気）
複勝票数 計1300464 的中 � 1037003（1番人気）� 81489（2番人気）� 16228（7番人気）
枠連票数 計 68420 的中 （1－8） 19774（1番人気）
馬連票数 計 460428 的中 �� 115690（1番人気）
馬単票数 計 369106 的中 �� 70943（1番人気）
ワイド票数 計 481128 的中 �� 107724（1番人気）�� 16861（8番人気）�� 7589（14番人気）
3連複票数 計 782338 的中 ��� 29383（7番人気）
3連単票数 計1663293 的中 ��� 28539（10番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．4―35．4―47．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルノショパン �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．6．26 札幌7着

2019．4．16生 牡2栗 母 ヒルノマテーラ 母母 コンサーンナッカ 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔発走状況〕 ニシノフウジン号は，発進不良〔内側に逃避〕。

20110 8月1日 曇 良 （3函館1） 第10日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

46 マックスウォリアー 牡3鹿 56 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 平田 修 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 21：47．5 2．9�
34 ブラッティーキッド 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新ひだか 高橋フアーム 512＋ 21：47．71 4．0�
813 タイセイフリート �3鹿 56 坂井 瑠星田中 成奉氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム B462± 01：48．02 14．6�
814 キ ュ ン 牝3黒鹿54 横山 武史 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 450－ 81：48．1クビ 4．9�
711 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 418± 01：48．21 6．2�
22 バクシンクイン 牝3栗 54

52 △山田 敬士井上 久光氏 松永 康利 日高 サンバマウン
テンファーム 468－ 61：48．62 141．5	

33 クリノハーベスト 牡3鹿 56
52 ★永島まなみ栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 日西牧場 486± 0 〃 クビ 41．3


57 メイショウムート 牡3鹿 56
53 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 本巣 敦 452＋161：48．81 40．3�

45 ノーティーガール 牝3栗 54 和田 竜二藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 白井牧場 B478－ 61：48．9� 13．5�
610 モデュロール 牡3青鹿56 団野 大成 シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：49．0� 33．4�
11 ベルンハルト 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜 シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－ 21：49．42 23．0�
69 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 B496＋ 21：49．61� 227．8�
712 ドバイウィンド 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大日下 幸徳氏 鈴木 伸尋 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 488＋101：49．7クビ 72．3�

58 テイエムミラクル 牝3鹿 54 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 496＋ 41：51．29 60．1�
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売 得 金
単勝： 32，929，300円 複勝： 51，115，700円 枠連： 11，482，600円
馬連： 53，984，800円 馬単： 25，149，500円 ワイド： 53，656，500円
3連複： 93，730，300円 3連単： 99，489，400円 計： 421，538，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 160円 � 350円 枠 連（3－4） 510円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 280円 �� 810円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 329293 的中 � 88545（1番人気）
複勝票数 計 511157 的中 � 124295（1番人気）� 87876（2番人気）� 26603（6番人気）
枠連票数 計 114826 的中 （3－4） 17388（2番人気）
馬連票数 計 539848 的中 �� 62191（1番人気）
馬単票数 計 251495 的中 �� 16922（1番人気）
ワイド票数 計 536565 的中 �� 55170（1番人気）�� 15663（9番人気）�� 17334（7番人気）
3連複票数 計 937303 的中 ��� 26588（5番人気）
3連単票数 計 994894 的中 ��� 6860（24番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．3―42．2―55．0―1：07．8―1：21．1―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

マックスウォリアー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．2．13 東京13着

2018．5．30生 牡3鹿 母 マックスユーキャン 母母 マックスキャンドゥ 6戦1勝 賞金 10，380，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 クリノハーベスト号の騎手永島まなみは，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔3走成績による出走制限〕 モデュロール号・ドバイウィンド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月1日まで平地競

走に出走できない。
※タイセイフリート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 函館競馬 第１０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



20111 8月1日 小雨 良 （3函館1） 第10日 第3競走 2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

23 アズユーフィール 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B502－ 22：01．4 4．0�
713 ラヴィエント 牝3鹿 54 池添 謙一 DMMドリームクラブ� 池添 学 安平 ノーザンファーム B474－ 42：01．5� 12．2�
47 ゲンパチムサシ 牡3鹿 56 大野 拓弥平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 前田ファーム 498－ 22：01．81� 6．2�
24 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 454－ 4 〃 クビ 14．5�
12 アスカノミライ 牡3黒鹿56 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 B502± 02：01．9� 8．0	
36 ミ レ ッ シ モ 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜ライオンレースホース� 林 徹 浦河 辻 牧場 442＋102：02．53� 191．9

816 メイショウシンウチ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486＋ 4 〃 クビ 8．0�
815 ケイティミシェル 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 曾我 博 410± 02：02．82 53．7�
510 キーストーリー 牡3青 56 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 日高 クリアファーム 478＋ 42：03．65 214．1
11 ヒーズオールザット �3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B516－142：03．7� 40．3�
59 ヒ シ ハ ル ク 牡3鹿 56 C．ルメール 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B508－102：03．8クビ 8．0�
35 グレートフォーユー 牡3黒鹿56 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 22：04．54 65．1�
611 ナイルローズ 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹海谷 幸司氏 粕谷 昌央 浦河 �川フアーム 466－ 42：04．6クビ 213．0�
48 バンビーナミノル 牝3黒鹿54 国分 恭介吉岡 實氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B430－ 62：05．23� 151．7�
714 アダムスマイリー 牡3黒鹿56 横山 武史廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 452＋ 42：05．3� 4．2�
612 ラ ブ ム ー ン 牝3鹿 54 川又 賢治増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 428＋162：05．4� 169．9�
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売 得 金
単勝： 41，355，900円 複勝： 60，240，200円 枠連： 13，059，400円
馬連： 68，948，600円 馬単： 28，335，000円 ワイド： 64，088，300円
3連複： 113，994，400円 3連単： 114，512，400円 計： 504，534，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 300円 � 180円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 790円 �� 490円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 25，820円

票 数

単勝票数 計 413559 的中 � 81861（1番人気）
複勝票数 計 602402 的中 � 105454（1番人気）� 42113（7番人気）� 92142（3番人気）
枠連票数 計 130594 的中 （2－7） 17079（1番人気）
馬連票数 計 689486 的中 �� 21273（8番人気）
馬単票数 計 283350 的中 �� 4558（18番人気）
ワイド票数 計 640883 的中 �� 20672（8番人気）�� 35325（3番人気）�� 14521（17番人気）
3連複票数 計1139944 的中 ��� 19199（13番人気）
3連単票数 計1145124 的中 ��� 3215（80番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―11．8―12．3―12．5―12．4―12．4―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．1―46．9―59．2―1：11．7―1：24．1―1：36．5―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．3
1
3
11（12，14）（5，13，16）（4，10，9）（1，2，6）－3（8，7，15）・（11，14，16，9）（12，13，3）（5，4，6）（1，2，7）－（10，15）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アズユーフィール �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2020．8．29 小倉10着

2018．5．13生 牡3黒鹿 母 フィールザライト 母母 フィールザビュウ 11戦1勝 賞金 12，980，000円
〔制裁〕 ラヴィエント号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 バンビーナミノル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 バンビーナミノル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年9月1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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アイリッシュベル号・エイシンビルト号
（非抽選馬） 4頭 クイーンシルビア号・クリノサルベージ号・トレンチタウン号・モンサンラディウス号

20112 8月1日 曇 良 （3函館1） 第10日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

610 ジェイエルブリッジ 牡3芦 56
53 ▲小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 476＋ 61：48．0 50．6�

69 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 492＋101：48．1� 3．7�
46 ハットハート 牡3鹿 56 古川 吉洋 MASAレーシング 大根田裕之 浦河 高岸 順一 508± 01：48．41� 16．8�
33 ラ ム ダ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム B466－ 41：48．5� 116．5�
22 カラーオブウィンド �3栗 56

54 △秋山 稔樹平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B476－ 2 〃 アタマ 19．5�
45 ブッカープライズ 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 438＋181：48．6クビ 10．3	
813 メイショウコトダマ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 460± 0 〃 クビ 4．4

57 シーズナルウィンド 牝3青鹿54 大野 拓弥 �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 426－181：48．7� 122．8�
814 グランドアルナイル 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 474± 01：49．02 25．4�
34 アイソリズム 牝3黒鹿54 吉田 隼人G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 550－ 41：49．1� 28．4�
58 メイショウソウゴン 牡3栗 56 丹内 祐次松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 474＋ 21：49．84 14．2�
11 ネ イ リ ス ト 牝3黒鹿54 菊沢 一樹�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 460± 01：50．0� 284．1�
711 ファンタジーライツ �3鹿 56

53 ▲小沢 大仁 �社台レースホース四位 洋文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 21：50．1� 2．7�

712 ブライドピーク 牝3栗 54
50 ★永島まなみG1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408＋ 21：51．16 192．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 43，365，300円 複勝： 59，814，100円 枠連： 11，378，800円
馬連： 64，857，900円 馬単： 32，125，200円 ワイド： 67，088，700円
3連複： 107，202，200円 3連単： 128，121，700円 計： 513，953，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，060円 複 勝 � 810円 � 200円 � 390円 枠 連（6－6） 14，480円

馬 連 �� 12，310円 馬 単 �� 38，730円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 3，550円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 41，100円 3 連 単 ��� 383，830円

票 数

単勝票数 計 433653 的中 � 6846（10番人気）
複勝票数 計 598141 的中 � 16382（10番人気）� 95650（3番人気）� 37594（6番人気）
枠連票数 計 113788 的中 （6－6） 609（24番人気）
馬連票数 計 648579 的中 �� 4083（29番人気）
馬単票数 計 321252 的中 �� 622（80番人気）
ワイド票数 計 670887 的中 �� 6037（29番人気）�� 4824（32番人気）�� 11142（19番人気）
3連複票数 計1072022 的中 ��� 1956（92番人気）
3連単票数 計1281217 的中 ��� 242（657番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．7―12．4―12．8―12．7―13．2―13．8―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．4―41．8―54．6―1：07．3―1：20．5―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．7
1
3
13（1，8，11）9－（3，6）（5，10，12）2，4－7－14
13（8，11，4，14）－（5，9）（1，3，10）6（2，12）7

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

勝馬の
紹 介

ジェイエルブリッジ �
�
父 クリエイターⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．12．20 中山3着

2018．2．24生 牡3芦 母 ホウライサンデー 母母 ホウライコメット 8戦1勝 賞金 7，410，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 エンドステージ号・ガレア号・スーパービーム号・テーオーラトゥール号・ヒロシゲサウザント号・

ペダンクルアーチ号・ベニノフェアリー号・メルカデオ号



20113 8月1日 曇 良 （3函館1） 第10日 第5競走 2，000�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
なし

1：58．9良

55 ロ ン 牝2黒鹿54 武 豊�キーファーズ 石橋 守 浦河 三嶋牧場 494 ―2：03．9 基準タイム 6．0�
33 ジャスティンスカイ 牡2鹿 54 C．ルメール 三木 正浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512 ―2：04．43� 2．3�
22 レモンケーキ 牝2黒鹿54 菱田 裕二 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 420 ―2：04．5� 26．0�
11 ホウオウブリッツ 牡2栗 54 吉田 隼人小笹 芳央氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486 ―2：04．71� 9．6�
44 シャーマンズケイブ 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 506 ―2：06．08 2．1	

（5頭）

売 得 金
単勝： 54，548，900円 複勝： 32，252，600円 枠連： 発売なし
馬連： 33，101，000円 馬単： 29，222，800円 ワイド： 17，342，100円
3連複： 36，999，500円 3連単： 172，039，400円 計： 375，506，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 230円 �� 690円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 11，220円

票 数

単勝票数 計 545489 的中 � 76118（3番人気）
複勝票数 計 322526 的中 � 55786（3番人気）� 98508（2番人気）
馬連票数 計 331010 的中 �� 35861（3番人気）
馬単票数 計 292228 的中 �� 16712（7番人気）
ワイド票数 計 173421 的中 �� 22138（3番人気）�� 5792（9番人気）�� 7443（7番人気）
3連複票数 計 369995 的中 ��� 13730（7番人気）
3連単票数 計1720394 的中 ��� 11114（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―37．2―49．9―1：03．0―1：16．2―1：29．3―1：41．2―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F34．6
1
3
5，3（2，4）－1
5，3（2，4）1

2
4
5，3（2，4）1
5，3，2（1，4）

勝馬の
紹 介

ロ ン 

�
父 シルバーステート 


�
母父 アグネスデジタル 初出走

2019．4．5生 牝2黒鹿 母 アモーレヴォレ 母母 ダンシングハピネス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20114 8月1日 曇 良 （3函館1） 第10日 第6競走 1，200�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
1：06．8
1：06．0

良
良

47 イルクオーレ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 504－ 21：09．4 8．2�

48 シュアーヴアリア 牝3黒鹿54 丹内 祐次ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ B470＋ 41：09．61� 8．5�

11 オオシマサフィール 牝3栗 54
52 △秋山 稔樹�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 444－ 2 〃 クビ 40．4�

23 トーアアネラ 牝3鹿 54
51 ▲小沢 大仁高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 458－ 41：09．7� 9．2�

510 アルーリングギフト 牡3栗 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋12 〃 アタマ 16．1	

36 ニシノワクテカ 牡3青 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 新冠 中山 高鹿康 456－ 21：09．8クビ 15．9

59 ロケットペンダント 牝3栗 54 吉田 隼人青山 洋一氏 平田 修 浦河 谷川牧場 420＋101：10．01 35．4�
24 ア ン フ ィ ニ 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 杵臼牧場 B466＋ 81：10．21� 58．1�

816 マスケティアーズ 牡3黒鹿 56
54 △山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 460－ 2 〃 ハナ 341．9

611 アークライト 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 528＋ 8 〃 アタマ 1．8�
714 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 442＋ 81：10．3� 19．0�
713 ペイシャケイティー 牝3黒鹿54 古川 吉洋北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 458－ 2 〃 アタマ 14．1�
612 ハービンクレア 牝3鹿 54 横山 和生 KRジャパン 小野 次郎 新ひだか 矢野牧場 422＋ 41：10．4� 154．0�
35 ジャグリング 牝3鹿 54 団野 大成中村 祐子氏 茶木 太樹 日高 シンボリ牧場 476＋ 41：10．5� 28．0�
12 スズカラブローズ 牝3栗 54 黛 弘人永井 啓弍氏 柄崎 孝 様似 中村 俊紀 426＋121：10．92� 377．4�
815 クイーンファミユ 牝3鹿 54 加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 438 ―1：11．0� 254．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，593，800円 複勝： 93，204，400円 枠連： 17，017，800円
馬連： 69，656，200円 馬単： 38，242，100円 ワイド： 79，947，800円
3連複： 120，631，200円 3連単： 157，073，200円 計： 629，366，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 370円 � 280円 � 1，240円 枠 連（4－4） 4，670円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 5，600円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 40，690円 3 連 単 ��� 177，650円

票 数

単勝票数 計 535938 的中 � 51797（2番人気）
複勝票数 計 932044 的中 � 67330（3番人気）� 96767（2番人気）� 17190（11番人気）
枠連票数 計 170178 的中 （4－4） 2824（15番人気）
馬連票数 計 696562 的中 �� 12874（12番人気）
馬単票数 計 382421 的中 �� 3982（19番人気）
ワイド票数 計 799478 的中 �� 16505（13番人気）�� 3613（52番人気）�� 5621（35番人気）
3連複票数 計1206312 的中 ��� 2223（104番人気）
3連単票数 計1570732 的中 ��� 641（519番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イルクオーレ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．7．26 新潟7着

2018．1．19生 牡3鹿 母 アルーリングハート 母母 アルーリングボイス 6戦1勝 賞金 9，870，000円
〔3走成績による出走制限〕 マスケティアーズ号・スズカラブローズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月1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。
（非当選馬） 4頭 アイルキング号・アロハロック号・スエヒロヴァン号・リュウールドレ号
（非抽選馬） 5頭 カフジプラテアード号・ゼログラヴィティ号・ニシノリコリス号・ラシャトレーン号・レープハフト号



20115 8月1日 曇 良 （3函館1） 第10日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・右）

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
1：45．7
1：43．8

良
良

89 メイショウオニユリ 牝3鹿 52 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 434－ 41：48．9 3．9�
11 ラブアンバサダー 牝4鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 420＋ 41：49．0� 5．7�
33 アインゲーブング 牝3鹿 52 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 448＋141：49．21� 2．8�
66 スパークオブライフ 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 凌大西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 422＋ 81：49．3� 28．1�
55 アトミックフレア 牝3鹿 52 和田 竜二天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 日高 オリオンファーム 448＋181：49．4� 11．4�
78 デンセツノマジョ 牝6黒鹿55 菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 472＋ 6 〃 クビ 27．4	
810 インフィニタス 牝3鹿 52

49 ▲小沢 大仁�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 454＋121：49．5� 8．3

22 タイセイルージュ 牝3栗 52 大野 拓弥田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 456－ 6 〃 クビ 32．0�
77 リュウグウヒメ 牝5鹿 55 黛 弘人深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 446－ 61：49．82 23．1�
44 アムールマルルー 牝3黒鹿52 横山 和生村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 446＋ 41：50．11� 8．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，840，600円 複勝： 61，394，300円 枠連： 11，293，600円
馬連： 65，178，800円 馬単： 28，449，700円 ワイド： 61，244，700円
3連複： 95，884，900円 3連単： 132，118，300円 計： 500，404，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 160円 � 130円 枠 連（1－8） 640円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 360円 �� 230円 �� 280円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 5，600円

票 数

単勝票数 計 448406 的中 � 91168（2番人気）
複勝票数 計 613943 的中 � 123679（2番人気）� 88529（3番人気）� 131212（1番人気）
枠連票数 計 112936 的中 （1－8） 13605（2番人気）
馬連票数 計 651788 的中 �� 49439（3番人気）
馬単票数 計 284497 的中 �� 11801（5番人気）
ワイド票数 計 612447 的中 �� 39739（3番人気）�� 74808（1番人気）�� 54377（2番人気）
3連複票数 計 958849 的中 ��� 73827（1番人気）
3連単票数 計1321183 的中 ��� 17084（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．4―48．9―1：01．5―1：13．7―1：25．4―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

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 9戦2勝 賞金 18，110，000円
〔発走状況〕 タイセイルージュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

20116 8月1日 曇 良 （3函館1） 第10日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時50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

11 フォギーデイ 牝4青鹿55 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 486＋ 41：46．7 14．0�
78 �� ストロマンテ 牡4栗 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 奥村 武 愛 Brittas

House Stud 446＋ 21：46．91� 36．1�
33 シンヨモギネス 牡3鹿 54 菱田 裕二岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472－ 21：47．0クビ 2．8�
67 � ウインググランダー 牡5鹿 57

54 ▲西谷 凜池田 實氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 514± 01：47．74 354．0�
22 バ シ レ ウ ス 牡3鹿 54 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 日高 新井 昭二 476＋ 21：47．8クビ 7．7�
44 ジョブックルーチェ 牝3黒鹿 52

50 △山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 474＋ 8 〃 クビ 188．9	
79 シフクユウヒ 牡4栗 57 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 530－ 61：47．9	 17．9

66 チェスナットドレス 牝4栗 55

52 ▲小沢 大仁�GET NEXT 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B488－ 41：48．0クビ 19．3�
55 サ ク ラ ロ ワ 牡3黒鹿54 C．ルメール�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 534＋ 21：49．610 2．5�
811 サウンドテーブル 牡7黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 畑端 省吾 新ひだか 金 球美 B508± 01：49．92 39．3
810 プルスウルトラ 牡3栗 54 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 512＋ 6 （競走中止） 7．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 59，386，900円 複勝： 67，864，400円 枠連： 11，608，400円
馬連： 75，429，600円 馬単： 39，468，300円 ワイド： 73，043，500円
3連複： 116，931，800円 3連単： 176，530，600円 計： 620，263，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 270円 � 620円 � 170円 枠 連（1－7） 3，980円

馬 連 �� 10，650円 馬 単 �� 26，640円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 440円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 10，480円 3 連 単 ��� 93，830円

票 数

単勝票数 計 593869 的中 � 33811（5番人気）
複勝票数 計 678644 的中 � 63539（5番人気）� 22515（8番人気）� 128829（2番人気）
枠連票数 計 116084 的中 （1－7） 2255（17番人気）
馬連票数 計 754296 的中 �� 5487（27番人気）
馬単票数 計 394683 的中 �� 1111（57番人気）
ワイド票数 計 730435 的中 �� 6404（31番人気）�� 46230（5番人気）�� 11989（19番人気）
3連複票数 計1169318 的中 ��� 8368（38番人気）
3連単票数 計1765306 的中 ��� 1364（263番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．1―42．8―55．6―1：07．7―1：20．5―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．0
1
3
6，11，9，1，8，4，3（2，5）－7
8，1（6，11）（9，3）4（2，5，7）

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

勝馬の
紹 介

フォギーデイ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．11．23 東京10着

2017．4．26生 牝4青鹿 母 ミキノセレナーデ 母母 ムーンセレナード 18戦2勝 賞金 23，110，000円
〔競走中止〕 プルスウルトラ号は，発走後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



20117 8月1日 曇 良 （3函館1） 第10日 第9競走 ��1，200�
お し ゃ ま ん べ

長 万 部 特 別
発走14時25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 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
1：06．0

良
良

710 ノックオンウッド 牡3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 B502＋ 21：08．9 2．6�
57 タマモダイジョッキ 牡3栗 54 武 豊タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 61：09．21� 3．9�
45 チェックメイト 牡3栗 54 吉田 隼人川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 520＋12 〃 クビ 30．8�
22 ロードリスペクト 牡3鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 474－ 6 〃 クビ 12．3�
56 ラ ナ キ ラ 牝3鹿 52 藤岡 佑介�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋12 〃 アタマ 5．6	
711 グルーヴビート 牡3鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 462－ 21：09．3� 14．2

44 アンクルテイオウ 牡5鹿 57 菱田 裕二塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B482± 01：09．51� 22．6�
68 � ラブサンキュー 牝5鹿 55 和田 竜二増田 陽一氏 辻 哲英 日高 奥山 博 466－ 2 〃 ハナ 219．3�
33 ナイトコマンダー 牡4鹿 57 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム B486＋ 21：09．6� 22．6
69 マウンテンムスメ 牝3栗 52 黛 弘人西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 458＋121：09．92 23．0�
11 レッドエステーラ 牝5鹿 55 団野 大成 �東京ホースレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 418－ 21：10．0クビ 116．9�
812	 クインズムーン 牝3鹿 52 横山 武史 �シルクレーシング 中川 公成 愛 Littlejohn

Bloodstock Ltd 452－ 4 〃 クビ 9．4�
813� スーパーノーマル 牝6黒鹿55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 追分ファーム 480＋161：10．1� 146．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 64，810，500円 複勝： 78，134，800円 枠連： 21，042，600円
馬連： 106，544，400円 馬単： 48，298，200円 ワイド： 95，566，600円
3連複： 166，128，600円 3連単： 217，158，400円 計： 797，684，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 140円 � 460円 枠 連（5－7） 260円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，340円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 10，480円

票 数

単勝票数 計 648105 的中 � 194876（1番人気）
複勝票数 計 781348 的中 � 202314（1番人気）� 155733（2番人気）� 27594（10番人気）
枠連票数 計 210426 的中 （5－7） 61272（1番人気）
馬連票数 計1065444 的中 �� 179392（1番人気）
馬単票数 計 482982 的中 �� 45548（1番人気）
ワイド票数 計 955666 的中 �� 122501（1番人気）�� 16261（18番人気）�� 18564（16番人気）
3連複票数 計1661286 的中 ��� 33857（9番人気）
3連単票数 計2171584 的中 ��� 15019（23番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．1―45．6―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 ・（9，10）（2，5）（3，8，13）－7－（6，11）（4，12）－1 4 ・（9，10）（2，5）（3，8，13）7（6，11）（4，12）－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノックオンウッド �
�
父 Frankel �

�
母父 Country Reel デビュー 2020．6．13 東京1着

2018．4．12生 牡3黒鹿 母 トゥアーニー 母母 Maka 5戦2勝 賞金 23，047，000円
〔制裁〕 ラナキラ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

20118 8月1日 曇 良 （3函館1） 第10日 第10競走 ��
��2，600�

よ こ つ だ け

横 津 岳 特 別
発走15時00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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：35．1

良
良

77 ストリクトコード 牝4黒鹿55 吉田 隼人�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 452＋102：42．4 3．4�
22 ラヴィンジャー 牝5黒鹿55 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 434＋ 42：42．5� 2．7�
78 	 ア ス テ ィ 
5栗 57 岩田 康誠山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 アタマ 7．3�
66 ウインベイランダー 牡4芦 57 藤岡 佑介�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 42：43．03 6．3�
44 ディーグランデ 
7鹿 57 勝浦 正樹嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 472± 02：43．42 42．6�
11 クラサーヴィツァ 牝5栗 55 松田 大作椎名 節氏 武 英智 洞�湖 レイクヴィラファーム 470＋ 22：43．72 9．4	
810 コスモジェミラ 牝4芦 55 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 470＋162：43．8クビ 8．4�
89 サトノゴールド 
4芦 57 水口 優也 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 456± 02：44．01� 47．5�
33 マイネルアプラウス 牡5黒鹿57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 508± 02：46．2大差 71．1
55 カフジロッソ 牡5鹿 57 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 512－ 82：46．94 36．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，624，200円 複勝： 57，514，600円 枠連： 18，712，900円
馬連： 106，629，400円 馬単： 49，924，900円 ワイド： 74，257，700円
3連複： 161，378，000円 3連単： 255，266，700円 計： 774，308，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 120円 � 170円 枠 連（2－7） 390円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 230円 �� 440円 �� 330円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 4，550円

票 数

単勝票数 計 506242 的中 � 115867（2番人気）
複勝票数 計 575146 的中 � 111064（2番人気）� 154852（1番人気）� 70546（4番人気）
枠連票数 計 187129 的中 （2－7） 36822（1番人気）
馬連票数 計1066294 的中 �� 164833（1番人気）
馬単票数 計 499249 的中 �� 36983（2番人気）
ワイド票数 計 742577 的中 �� 88923（1番人気）�� 39178（6番人気）�� 56288（3番人気）
3連複票数 計1613780 的中 ��� 124147（2番人気）
3連単票数 計2552667 的中 ��� 40641（7番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―12．5―12．6―12．5―13．0―12．8―12．9―12．4―12．4―12．1―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―25．7―38．2―50．8―1：03．3―1：16．3―1：29．1―1：42．0―1：54．4―2：06．8―2：18．9―2：30．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．0―3F35．6
1
�
・（5，6）10（3，7）－（1，2）－8（4，9）・（5，6）（3，7，10，2）（4，1，8）－9

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

勝馬の
紹 介

ストリクトコード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 City Zip デビュー 2019．10．20 京都5着

2017．3．8生 牝4黒鹿 母 レニーズゴットジップ 母母 No Dress Code 13戦3勝 賞金 40，364，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※カフジロッソ号・マイネルアプラウス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



20119 8月1日 雨 良 （3函館1） 第10日 第11競走 ��
��1，800�第69回北海道新聞杯クイーンステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
牝，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51�4歳以上
55�，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳51�4歳以上
55�，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）

北海道新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

79 テルツェット 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 426± 01：47．8 5．0�
56 マジックキャッスル 牝4鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 434± 01：47．9クビ 2．4�
710	 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 466＋10 〃 クビ 19．2�
33 フェアリーポルカ 牝5鹿 56 三浦 皇成山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 510－ 31：48．0クビ 15．6�
11 クラヴァシュドール 牝4青鹿55 藤岡 佑介�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 476＋141：48．21
 17．0	
44 ローザノワール 牝5青鹿55 国分 恭介渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 B468－ 2 〃 クビ 132．3

22 イ カ ッ ト 牝4鹿 55 横山 武史吉田 和美氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：48．4� 13．8�
68 ウインマイティー 牝4芦 55 M．デムーロ�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 482＋10 〃 クビ 27．8�
811 シャムロックヒル 牝4芦 55 団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 492＋ 21：48．71� 30．6
812 シゲルピンクダイヤ 牝5黒鹿55 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 472－ 4 〃 クビ 10．5�
55 ドナアトラエンテ 牝5黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：48．8クビ 4．8�
67 マイエンフェルト 牝5鹿 55 川又 賢治 �シルクレーシング 杉山 佳明 安平 ノーザンファーム 466＋101：49．01 59．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 305，244，800円 複勝： 359，107，100円 枠連： 128，231，000円
馬連： 837，748，800円 馬単： 347，361，800円 ワイド： 590，589，600円
3連複： 1，619，432，000円 3連単： 2，517，560，900円 計： 6，705，276，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 120円 � 340円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，530円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 16，480円

票 数

単勝票数 計3052448 的中 � 483308（3番人気）
複勝票数 計3591071 的中 � 432723（3番人気）� 1043180（1番人気）� 193890（7番人気）
枠連票数 計1282310 的中 （5－7） 258313（1番人気）
馬連票数 計8377488 的中 �� 1024378（2番人気）
馬単票数 計3473618 的中 �� 193090（4番人気）
ワイド票数 計5905896 的中 �� 517127（2番人気）�� 90394（21番人気）�� 196936（8番人気）
3連複票数 計16194320 的中 ��� 310186（11番人気）
3連単票数 計25175609 的中 ��� 110722（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．9―35．8―47．8―59．9―1：11．8―1：23．6―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テルツェット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2019．12．7 中山1着

2017．4．20生 牝4鹿 母 ラッドルチェンド 母母 ラヴズオンリーミー 8戦6勝 賞金 130，257，000円
※マイエンフェルト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20120 8月1日 曇 良 （3函館1） 第10日 第12競走 ��
��1，700�

た っ ぴ ざ き

竜 飛 崎 特 別
発走16時15分 （ダート・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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

22 � ヴ ィ ー ダ 	6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 444－ 21：46．0 4．5�
711 ラフリッグフェル 牝4栗 55 藤岡 佑介 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 438± 01：46．42
 13．6�
814 ロンドンデリーエア 牡4栗 57 C．ルメール �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 458－10 〃 アタマ 3．7�
45 インナーアリュール 牡4鹿 57 山田 敬士平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 468－121：46．61 10．7�
57 � リワードノルン 牝5黒鹿55 黛 弘人宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 472－ 4 〃 クビ 25．8	
610 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 476＋ 41：46．91
 6．8

46 マイネルアストリア 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 526＋121：47．0� 118．5�
712 メイショウフォイル 牡4鹿 57 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 514－ 61：47．63
 33．7�
69 ポールスター 牡3鹿 54 池添 謙一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：49．19 6．4
33 ジ ー ニ ー 牡5鹿 57 団野 大成ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 514－ 41：49．2� 76．3�
813 ブラックトマホーク 	4黒鹿57 横山 武史吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：50．26 21．5�
34 ポールネイロン 牝3鹿 52 坂井 瑠星前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424－141：51．58 17．3�
11 スワーヴシールズ 	4鹿 57 横山 和生�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム 486－101：51．6� 11．3�
58 カ グ ラ ヒ メ 牝5青鹿55 秋山 稔樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木慎太郎 日高 シンボリ牧場 480＋101：52．87 70．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 103，021，800円 複勝： 137，862，200円 枠連： 44，302，200円
馬連： 216，347，600円 馬単： 77，781，100円 ワイド： 190，006，100円
3連複： 383，108，400円 3連単： 427，654，800円 計： 1，580，084，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 310円 � 190円 枠 連（2－7） 2，690円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 970円 �� 470円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 29，020円

票 数

単勝票数 計1030218 的中 � 180751（2番人気）
複勝票数 計1378622 的中 � 253292（1番人気）� 96763（7番人気）� 189010（3番人気）
枠連票数 計 443022 的中 （2－7） 12762（13番人気）
馬連票数 計2163476 的中 �� 55408（11番人気）
馬単票数 計 777811 的中 �� 9971（20番人気）
ワイド票数 計1900061 的中 �� 49031（10番人気）�� 110019（2番人気）�� 34242（18番人気）
3連複票数 計3831084 的中 ��� 63545（9番人気）
3連単票数 計4276548 的中 ��� 10681（71番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．5―29．0―41．5―54．5―1：07．2―1：20．2―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴ ィ ー ダ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス

2015．4．21生 	6栗 母 アイーンベル 母母 ミスベルベール 24戦2勝 賞金 59，397，000円
初出走 JRA

〔その他〕 スワーヴシールズ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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〕 ポールネイロン号・カグラヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月1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） 1頭 ピュアブレンド号
（非抽選馬） 3頭 カフジロッソ号・ナムラゴロフキン号・マイネルアプラウス号

４レース目



（3函館1）第10日 8月1日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 144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

235，880，000円
8，210，000円
24，240，000円
1，850，000円
26，490，000円
62，831，500円
4，164，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
891，784，000円
1，188，550，800円
294，971，300円
1，744，469，900円
781，269，200円
1，414，944，400円
3，093，655，100円
4，563，855，100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 13，973，499，800円

総入場人員 1，060名 （有料入場人員 925名）
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