
20073 7月24日 曇 良 （3函館1） 第7日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走9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
1：48．3
1：44．5

良
良

711� フィフティシェビー 牡2鹿 54 横山 武史長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米
Three Chimneys
Farm, LLC & Whis-
per Hill Farm, LLC

494＋ 21：50．3 11．3�
11 アスクワイルドモア 牡2黒鹿54 武 豊廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 458－ 41：50．4� 2．8�
710 チェンジザワールド 牡2栗 54 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 502± 01：50．82� 14．4�
44 マイネルシーマー 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �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 458－ 8 〃 ハナ 3．0�
69 � ブ ラ カ ー 牡2栗 54 吉田 隼人ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 J. S. Bolger 450－ 8 〃 クビ 31．0�
813 ロジマギーゴー 牝2栗 54 横山 和生久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444± 01：50．9� 15．6	
812 レ デ ィ ベ ル 牝2黒鹿54 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 512－ 2 〃 ハナ 10．9

56 ヴァラーメダル 牡2栗 54 菱田 裕二小林竜太郎氏 杉山 佳明 むかわ 市川牧場 484－ 8 〃 クビ 182．2�
22 チ ョ ッ ピ ー 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 454＋ 41：51．53� 66．8�

68 ポリッシュキッス 牝2鹿 54 団野 大成合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 追分ファーム 426－101：51．71� 26．6
45 タ イ ク ー ン 牡2栗 54

53 ☆泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 492－121：51．8� 172．3�

33 アナザーゲート 牡2栗 54 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 浦河 絵笛牧場 480＋101：52．97 276．8�
57 � ショウナンハクラク 牡2黒鹿54 池添 謙一国本 哲秀氏 松下 武士 英 Tetsuhide

Kunimoto 478＋ 41：56．9大差 9．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，871，900円 複勝： 61，135，600円 枠連： 10，992，000円
馬連： 61，251，100円 馬単： 28，816，600円 ワイド： 58，816，200円
3連複： 101，907，700円 3連単： 110，478，300円 計： 478，269，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 260円 � 120円 � 280円 枠 連（1－7） 590円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，510円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 19，450円

票 数

単勝票数 計 448719 的中 � 33480（5番人気）
複勝票数 計 611356 的中 � 47640（3番人気）� 187930（1番人気）� 42548（6番人気）
枠連票数 計 109920 的中 （1－7） 14272（2番人気）
馬連票数 計 612511 的中 �� 48084（2番人気）
馬単票数 計 288166 的中 �� 9141（6番人気）
ワイド票数 計 588162 的中 �� 34883（2番人気）�� 9413（21番人気）�� 19776（10番人気）
3連複票数 計1019077 的中 ��� 20873（10番人気）
3連単票数 計1104783 的中 ��� 4116（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．2―50．2―1：02．4―1：14．3―1：26．3―1：37．9

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

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

勝馬の
紹 介

�フィフティシェビー �
�
父 Tapit �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2021．6．13 東京4着

2019．2．27生 牡2鹿 母 Stopchargingmaria 母母 Exotic Bloom 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンハクラク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月24日まで平地

競走に出走できない。

20074 7月24日 曇 良 （3函館1） 第7日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．8
1：06．0

良
良

510 セ リ シ ア 牝3芦 54
51 ▲西谷 凜西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 464＋ 41：09．3 9．4�

24 ロ ジ ネ イ ア 牝3黒鹿 54
52 △秋山 稔樹久米田正明氏 古賀 慎明 洞�湖 レイクヴィラファーム 426－ 81：09．4クビ 40．8�

59 エアシュラブ 牝3鹿 54 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：09．72 3．0�
714 ウインカンターレ 牝3鹿 54 丹内 祐次�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 476－ 21：09．8� 8．6�
611 セブンシーズ 牝3黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 ハナ 4．4	
12 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 B438＋ 61：09．9� 22．0

815 ヘネラリーフェ 牝3栗 54

53 ☆泉谷 楓真森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450＋ 2 〃 クビ 22．7�
36 フェアリーバローズ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁猪熊 広次氏 辻野 泰之 平取 二風谷ファーム 424± 0 〃 ハナ 8．5�
35 カフジアマリージャ 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 2 〃 ハナ 33．1
612 パラマウント 牝3青鹿54 団野 大成 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 420＋ 41：10．0クビ 11．3�
47 オウケンビリュウ 牝3鹿 54 池添 謙一福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 430＋141：10．1� 14．8�
48 コートゴシップ 牝3芦 54 横山 和生ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 41：10．42 46．2�
11 マラムコーブ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 428＋ 4 〃 アタマ 47．4�
816 アンカシャムローグ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 442－ 21：11．46 374．6�

713 エコロテッチャン 牝3鹿 54 坂井 瑠星原村 正紀氏 岩戸 孝樹 安平 追分ファーム 418－ 41：11．5� 79．4�
23 サ ン エ ル サ 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 390－ 61：11．92 483．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，301，300円 複勝： 80，661，300円 枠連： 12，229，600円
馬連： 68，926，100円 馬単： 30，121，700円 ワイド： 73，557，700円
3連複： 123，089，900円 3連単： 114，215，600円 計： 553，103，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 340円 � 860円 � 160円 枠 連（2－5） 5，300円

馬 連 �� 17，860円 馬 単 �� 31，860円

ワ イ ド �� 5，440円 �� 880円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 22，930円 3 連 単 ��� 167，960円

票 数

単勝票数 計 503013 的中 � 42365（5番人気）
複勝票数 計 806613 的中 � 56565（6番人気）� 19147（11番人気）� 167899（1番人気）
枠連票数 計 122296 的中 （2－5） 1786（20番人気）
馬連票数 計 689261 的中 �� 2990（49番人気）
馬単票数 計 301217 的中 �� 709（93番人気）
ワイド票数 計 735577 的中 �� 3389（57番人気）�� 22625（7番人気）�� 5781（38番人気）
3連複票数 計1230899 的中 ��� 4025（79番人気）
3連単票数 計1142156 的中 ��� 493（557番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ リ シ ア �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．8．29 新潟2着

2018．2．22生 牝3芦 母 サワノパルファン 母母 サワノプリマベーラ 13戦1勝 賞金 19，850，000円

第１回 函館競馬 第７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



20075 7月24日 曇 良 （3函館1） 第7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

813 タスマンハイウェイ 牡3黒鹿56 岩田 康誠吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム B520－ 21：47．7 5．1�
22 ショウネンジダイ 牡3鹿 56 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 新冠 長浜牧場 470＋ 41：47．8クビ 6．9�
57 アベレージマーク 牝3栗 54 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 462＋ 81：47．91 58．7�
46 シャークウォーニン 牡3鹿 56 原田 和真井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン

テンファーム 472－ 41：48．0� 44．3�
45 テイエムリオン 牡3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 山田 政宏 478－ 21：48．1� 2．5�
11 ホッコーマイサン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 486－ 6 〃 ハナ 21．7	
814 カフジドラド 牡3栃栗56 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 512－ 21：48．2クビ 38．5

33 クツワノセキトリ 牡3栗 56 丹内 祐次芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 B464＋ 81：48．51� 104．1�
58 ヨリクンロード 牡3鹿 56 藤岡 佑介辻子 依旦氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 B506＋ 21：48．71� 19．1�
712 リリーマイウェー 牡3栗 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 賀張中川牧場 476－ 21：48．8� 5．9
34 ノーブルアイランド 牡3青鹿56 川又 賢治吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 白井牧場 462－ 61：48．91 222．2�
69 キュールエライジン 牡3青鹿56 団野 大成岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 516－ 41：49．0クビ 13．2�
610 テイエムカチドキ 牡3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁竹園 正繼氏 坂口 智康 むかわ 市川牧場 460－ 21：49．31� 22．9�
711 デルマキッショウ 牝3鹿 54 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 464－ 81：49．51� 19．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，755，000円 複勝： 67，590，300円 枠連： 10，706，400円
馬連： 54，278，700円 馬単： 25，134，300円 ワイド： 59，839，300円
3連複： 91，805，800円 3連単： 92，072，700円 計： 443，182，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 230円 � 260円 � 1，040円 枠 連（2－8） 2，080円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 940円 �� 4，590円 �� 4，650円

3 連 複 ��� 46，640円 3 連 単 ��� 177，530円

票 数

単勝票数 計 417550 的中 � 64447（2番人気）
複勝票数 計 675903 的中 � 86075（3番人気）� 73093（4番人気）� 13904（12番人気）
枠連票数 計 107064 的中 （2－8） 3972（9番人気）
馬連票数 計 542787 的中 �� 15766（8番人気）
馬単票数 計 251343 的中 �� 3932（17番人気）
ワイド票数 計 598393 的中 �� 17174（8番人気）�� 3289（46番人気）�� 3245（47番人気）
3連複票数 計 918058 的中 ��� 1476（131番人気）
3連単票数 計 920727 的中 ��� 376（516番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．9―42．6―55．2―1：07．8―1：20．7―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．9
1
3
8（3，13）5（10，11，12）9（2，4）（7，6）（1，14）
8（13，5）－（3，12）（2，9）－（11，6）（4，7，10）14－1

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

勝馬の
紹 介

タスマンハイウェイ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Southern Image デビュー 2020．8．2 札幌3着

2018．2．6生 牡3黒鹿 母 サザンスピード 母母 Golden Eagle 9戦1勝 賞金 14，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アイソリズム号・サニーサンピング号・ジェイエルブリッジ号・ナムラハカ号・ニシノカタパルト号・

ブライドピーク号・ライム号・ラムダ号・ルリオウ号・ワールドマックス号

20076 7月24日 曇 良 （3函館1） 第7日 第4競走 ��1，200�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
1：06．8
1：06．0

良
良

611 センショウライツ 牝3栗 54 武 豊川勝 裕之氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：09．2 5．0�
713 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 448－ 21：09．51� 7．3�
714 タイセイブレイズ 牡3鹿 56 岩田 康誠田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 456± 01：09．71 6．4�
815 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 440－ 2 〃 ハナ 3．8�
48 ルージュエトワール 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 中内田充正 白老 社台牧場 394－141：10．02 63．5�
816 フ ィ エ ゾ ン 牝3青 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 438± 01：10．1� 17．3	
510 リ ツ ィ タ ル 牝3栗 54

53 ☆泉谷 楓真永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 398－ 4 〃 クビ 14．9

11 デ ク ラ ー ク 牡3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 矢野 英一 新冠 プログレスファーム 444＋ 21：10．2� 5．2�

12 サザークブリッジ 牝3鹿 54 国分 恭介�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 428－10 〃 � 94．3
36 ラヴインザチャーム 牝3栗 54 吉田 隼人 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 444－ 41：10．3� 39．8�
612 スズロビンソン 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 486－10 〃 ハナ 149．6�

35 メルティング 牝3鹿 54 川又 賢治安原 浩司氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 402－141：10．51 51．8�
47 シェーンシュタット 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 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 434－ 4 〃 クビ 56．8�
23 エムティースマイル 牝3栗 54 古川 吉洋丸山 輝城氏 木原 一良 新冠 守矢牧場 444＋101：10．6クビ 44．4�
59 アコルダール 牝3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 斉藤英牧場 434－ 21：10．7� 16．2�

24 マーキーショアー 牝3鹿 54
50 ★永島まなみ�下河辺牧場 大久保龍志 日高 下河辺牧場 386＋ 41：11．44 193．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，149，400円 複勝： 66，295，100円 枠連： 14，142，800円
馬連： 60，855，800円 馬単： 25，464，700円 ワイド： 66，478，900円
3連複： 102，197，100円 3連単： 100，699，200円 計： 477，283，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 190円 � 240円 枠 連（6－7） 1，100円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 770円 �� 830円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 25，130円

票 数

単勝票数 計 411494 的中 � 64660（2番人気）
複勝票数 計 662951 的中 � 82903（3番人気）� 99680（2番人気）� 68462（5番人気）
枠連票数 計 141428 的中 （6－7） 9908（6番人気）
馬連票数 計 608558 的中 �� 23928（7番人気）
馬単票数 計 254647 的中 �� 5121（13番人気）
ワイド票数 計 664789 的中 �� 22070（8番人気）�� 20384（10番人気）�� 27919（5番人気）
3連複票数 計1021971 的中 ��� 19367（12番人気）
3連単票数 計1006992 的中 ��� 2905（74番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―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4F46．6―3F35．4
3 ・（3，13）－15（2，6，7）（4，10，14）－（16，11）5（1，8，12）－9 4 ・（3，13）－（15，7）2（6，14，11）4，10（5，16，8）（1，12）－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

センショウライツ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．7．11 阪神7着

2018．1．22生 牝3栗 母 シナジーウィスパー 母母 エヴリウィスパー 11戦1勝 賞金 9，210，000円
〔3走成績による出走制限〕 ラヴインザチャーム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月24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。
（非当選馬） 1頭 アンフィニ号
（非抽選馬） 5頭 アイルキング号・アロハロック号・エコロキング号・サードウェーブ号・レープハフト号



20077 7月24日 曇 良 （3函館1） 第7日 第5競走 ��1，700�2歳新馬
発走12時15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
1：47．4
1：44．9

稍重
稍重

33 カズラポニアン 牡2栗 54 横山 和生合同会社雅苑興業 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 470 ―1：47．3レコード 3．9�
812 タイキマクスウェル 牡2黒鹿54 団野 大成�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 498 ―1：48．15 18．2�
55 インペラートル 牡2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 492 ―1：48．2クビ 23．9�
710 ジャスティンダイヤ 牡2鹿 54 武 豊三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 486 ―1：49．26 3．7�
67 コパノニコルソン 牡2栗 54

53 ☆亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 504 ―1：49．3クビ 63．7�
11 ブライトデジール 牡2栗 54 丹内 祐次ディアレストクラブ	 本間 忍 青森 久保フアーム 446 ―1：49．94 95．2

811� ポイズンアロウ 牡2栗 54 横山 武史長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Hinkle Farms 530 ― 〃 クビ 3．4�
22 クールシェルタ 牡2鹿 54 吉田 隼人ディアレストクラブ	 鈴木 孝志 新ひだか 平野牧場 474 ―1：50．0クビ 49．1�
56 ロードジャスティス 牡2栗 54 池添 謙一 	ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 474 ―1：50．42� 20．4
68 コンスタンティン 牝2鹿 54 松田 大作椎名 節氏 石坂 公一 日高 新井 昭二 466 ―1：50．5� 76．5�
44 グレートバリア 牡2黒鹿54 岩田 康誠本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 小国スティーブル 488 ―1：51．56 14．7�
79 フクノアルズ 牡2鹿 54 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 514 ―1：52．03 10．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 47，892，300円 複勝： 44，556，400円 枠連： 9，399，800円
馬連： 54，401，400円 馬単： 26，825，100円 ワイド： 46，386，900円
3連複： 84，925，800円 3連単： 103，372，100円 計： 417，759，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 380円 � 550円 枠 連（3－8） 730円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，000円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 14，130円 3 連 単 ��� 53，190円

票 数

単勝票数 計 478923 的中 � 102801（3番人気）
複勝票数 計 445564 的中 � 92309（2番人気）� 26958（6番人気）� 17311（8番人気）
枠連票数 計 93998 的中 （3－8） 9963（3番人気）
馬連票数 計 544014 的中 �� 12514（13番人気）
馬単票数 計 268251 的中 �� 3429（21番人気）
ワイド票数 計 463869 的中 �� 12427（11番人気）�� 12150（12番人気）�� 2973（32番人気）
3連複票数 計 849258 的中 ��� 4505（47番人気）
3連単票数 計1033721 的中 ��� 1409（164番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．7―12．9―13．5―12．5―13．2―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―29．7―42．6―56．1―1：08．6―1：21．8―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カズラポニアン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2019．3．16生 牡2栗 母 ガルデルスリール 母母 バ シ マ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20078 7月24日 曇 良 （3函館1） 第7日 第6競走 1，800�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
1：45．7
1：43．8

良
良

611 アラモードバイオ 牡3栗 56 吉田 隼人バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 512＋ 81：48．5 6．2�
815 フィリウスデイ 牡3黒鹿 56

53 ▲西谷 凜杉山 忠国氏 辻野 泰之 新ひだか 明治牧場 428± 01：49．03 41．4�
24 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 462－ 6 〃 アタマ 8．2�
11 ブ レ リ ア 牝3青鹿 54

52 △秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 6 〃 クビ 192．9�

510 ウィリアムバローズ 牡3鹿 56 横山 武史猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 482－ 8 〃 アタマ 2．0�
12 デルマアミダ 牝3栗 54 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 482＋ 21：49．2� 11．0	
48 アースフレア 牝3鹿 54

53 ☆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 486＋ 21：49．31 8．3�
47 ファインディーヴァ 牝3鹿 54 丹内 祐次杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 478＋ 81：49．4� 24．9�
612 デルマムリョウ 牝3鹿 54 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 466－ 21：49．5� 152．4
35 シャトワイエー 牝3栃栗54 菱田 裕二 
フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 432＋ 21：49．81� 16．4�
59 グッドイヤー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 436－ 21：50．01� 127．2�
816 ミスティックアイル 牝3鹿 54 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：50．31� 45．8�
23 マリノブロッサム 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大�クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 448＋ 21：50．61� 19．0�
714 ダズリンビジュー 牝3鹿 54 原田 和真 
コスモヴューファーム 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 440－ 41：50．91� 134．2�
36 リーゼントセレーネ 牝3栗 54 池添 謙一三浦 大輔氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 506－ 41：55．5大差 92．6�
713 キタノオーシャン 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心北所 直人氏 高木 登 浦河 谷川牧場 458± 0 （競走中止） 39．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，609，800円 複勝： 56，078，400円 枠連： 11，910，200円
馬連： 53，309，200円 馬単： 28，281，800円 ワイド： 57，791，100円
3連複： 93，918，400円 3連単： 105，946，500円 計： 446，845，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 840円 � 240円 枠 連（6－8） 4，740円

馬 連 �� 13，040円 馬 単 �� 19，190円

ワ イ ド �� 3，550円 �� 880円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 26，500円 3 連 単 ��� 183，320円

票 数

単勝票数 計 396098 的中 � 50696（2番人気）
複勝票数 計 560784 的中 � 72048（2番人気）� 14137（11番人気）� 67484（3番人気）
枠連票数 計 119102 的中 （6－8） 1947（17番人気）
馬連票数 計 533092 的中 �� 3166（34番人気）
馬単票数 計 282818 的中 �� 1105（53番人気）
ワイド票数 計 577911 的中 �� 4101（34番人気）�� 17657（8番人気）�� 3530（40番人気）
3連複票数 計 939184 的中 ��� 2658（82番人気）
3連単票数 計1059465 的中 ��� 419（480番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．3―35．4―47．7―59．7―1：11．8―1：24．0―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アラモードバイオ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 アルデバランⅡ デビュー 2020．7．18 福島2着

2018．4．6生 牡3栗 母 エスカレートバイオ 母母 アマゾネスバイオ 9戦1勝 賞金 13，180，000円
〔競走中止〕 キタノオーシャン号は，1コーナー手前で「ミスティックアイル」号が内側に斜行した影響で，前の馬に触れてつまずき，騎

手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕ミスティックアイル号の騎手小崎綾也は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて令和3年8月7日から令和3年8月15日

まで騎乗停止。（被害馬：13番）
フィリウスデイ号の騎手西谷凜は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・12番）

〔その他〕 リーゼントセレーネ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 リーゼントセレーネ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年8月24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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウエスタンエポナ号・キーストーリー号・スペキアリス号・ラヴィエント号
（非抽選馬） 4頭 ケイティミシェル号・メイショウカモーン号・メイショウシンウチ号・ラブムーン号



20079 7月24日 晴 良 （3函館1） 第7日 第7競走 1，200�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
1：06．8
1：06．0

良
良

22 メイショウハボタン 牝3鹿 52
51 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 452＋ 41：09．2 2．8�

812 テーオーメアリー 牝3鹿 52 武 豊小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470± 01：09．41 9．9�
68 コスモサンレミ 牝3鹿 52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 454＋ 4 〃 クビ 7．4�
710 サルトアトランテ 牝5鹿 55

52 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 田中 克典 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B468＋ 21：09．5� 27．7�

79 スマイルアモーレ 牝3鹿 52 横山 武史星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 448± 01：09．6クビ 5．3�
55 � ブラックアーシャ 牝5黒鹿55 岩田 康誠古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 502＋ 2 〃 ハナ 16．5	
33 � ホウオウグラス 牝4鹿 55

53 △山田 敬士小笹 芳央氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 432＋14 〃 クビ 90．9

67 ニシノリース 牝3黒鹿52 勝浦 正樹西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 426＋ 21：09．7� 18．4�
44 アルムファーツリー 牝3黒鹿52 大野 拓弥﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448＋ 2 〃 ハナ 5．6�
811 テリオスヒメ 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 454＋12 〃 アタマ 34．7
56 サクラカレント 牝3鹿 52 吉田 隼人�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 478＋ 21：09．8� 14．4�
11 ミーハディビーナ 牝4青鹿 55

53 △秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 61：09．9クビ 23．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，390，900円 複勝： 68，656，900円 枠連： 10，583，600円
馬連： 66，538，000円 馬単： 29，193，800円 ワイド： 61，104，900円
3連複： 98，466，800円 3連単： 116，631，900円 計： 497，566，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 230円 � 180円 枠 連（2－8） 1，290円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 620円 �� 360円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 10，120円

票 数

単勝票数 計 463909 的中 � 129576（1番人気）
複勝票数 計 686569 的中 � 172059（1番人気）� 62943（5番人気）� 90541（4番人気）
枠連票数 計 105836 的中 （2－8） 6353（6番人気）
馬連票数 計 665380 的中 �� 37193（4番人気）
馬単票数 計 291938 的中 �� 8850（7番人気）
ワイド票数 計 611049 的中 �� 24702（7番人気）�� 46717（1番人気）�� 18198（9番人気）
3連複票数 計 984668 的中 ��� 31704（4番人気）
3連単票数 計1166319 的中 ��� 8349（13番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．7―11．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―45．1―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウハボタン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．9．12 中京7着

2018．5．25生 牝3鹿 母 ブルーボックスボウ 母母 ブルーバタフライ 10戦2勝 賞金 19，000，000円

20080 7月24日 晴 良 （3函館1） 第7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

57 リキサントライ 牡3栗 54
51 ▲小沢 大仁 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 486± 01：45．1 14．6�

33 タイキドミニオン 牡3鹿 54 横山 武史�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 510＋ 21：45．2� 2．8�

814 ケイアイシェルビー 牡3鹿 54 藤岡 佑介亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 B472－ 21：45．3� 6．8�
22 エコロファルコン 牡3鹿 54 武 豊原村 正紀氏 矢野 英一 新ひだか 山田牧場 486± 01：45．83 2．7�
711 キングサーガ �4黒鹿57 団野 大成 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：46．22� 19．0�
45 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 536＋ 41：46．83� 11．9	
69 � リュヌドミエル 牝4栗 55

53 △山田 敬士ライオンレースホース
 鈴木慎太郎 浦河 高昭牧場 440－ 41：47．12 118．6�
11 � ユウチャファスト 牝4鹿 55

53 △秋山 稔樹長谷川祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか チャンピオンズファーム 446－ 41：47．2� 171．7�
58 � ウインググランダー 牡5鹿 57 加藤 祥太池田 實氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 514－ 41：47．62� 174．4
34 チュウワジョーダン �4黒鹿57 丹内 祐次中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 444± 01：48．13 25．0�
712 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－ 41：48．52� 24．3�
46 � ナスノコウラン 牡5鹿 57 国分 恭介�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B514－ 41：48．6� 107．2�
610 ヴィクトリオン 牡3鹿 54 原田 和真菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 496± 01：48．8� 100．0�
813 バ イ ス �3鹿 54 大野 拓弥ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 480＋ 21：49．97 16．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，034，900円 複勝： 63，691，900円 枠連： 13，263，400円
馬連： 72，658，800円 馬単： 33，070，700円 ワイド： 69，542，200円
3連複： 119，640，000円 3連単： 142，562，700円 計： 564，464，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 470円 � 140円 � 220円 枠 連（3－5） 2，780円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 6，560円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，930円 �� 410円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 40，750円

票 数

単勝票数 計 500349 的中 � 27299（5番人気）
複勝票数 計 636919 的中 � 26305（7番人気）� 152156（1番人気）� 72382（3番人気）
枠連票数 計 132634 的中 （3－5） 3691（10番人気）
馬連票数 計 726588 的中 �� 21150（9番人気）
馬単票数 計 330707 的中 �� 3776（24番人気）
ワイド票数 計 695422 的中 �� 20568（8番人気）�� 8595（23番人気）�� 46977（2番人気）
3連複票数 計1196400 的中 ��� 16140（17番人気）
3連単票数 計1425627 的中 ��� 2536（128番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．2―42．9―55．4―1：07．4―1：19．6―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

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3栗 母 ドリームピーチ 母母 ミレニアムクイーン 13戦2勝 賞金 17，400，000円



20081 7月24日 晴 良 （3函館1） 第7日 第9競走 ��2，000�
お く し り

奥 尻 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ポールトゥウィン 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �カナヤマホール
ディングス 田中 克典 浦河 三嶋牧場 522＋ 42：00．4 19．8�

33 セイウンゴールド 牡3青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 浦河 �川 啓一 482＋102：00．61� 12．2�
56 トゥーフェイス 牡3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 482＋ 22：00．8� 3．1�
710 カフジアスール 牡3鹿 54 泉谷 楓真加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 466－ 42：01．01� 10．7�
79 ア ナ ゴ サ ン 牡3栗 54 古川 吉洋内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 456－ 42：01．21	 7．4	
55 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± 02：01．3� 44．0

22 アイリッシュムーン 牝3栗 52 吉田 隼人�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 82：01．51	 3．6�
11 ケルンキングダム 
5鹿 57 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 438－ 4 〃 アタマ 90．0
811 ヤップヤップヤップ 牡5栗 57 丹内 祐次薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 456＋ 42：01．71	 41．7�
812� タ カ ン ナ 牝4栗 55 黛 弘人合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B430－14 〃 クビ 216．5�
67 ブレッシングレイン 牡4鹿 57 横山 武史 �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか チャンピオンズファーム 496－ 6 〃 アタマ 5．5�
68 ペルソナデザイン 
5鹿 57 秋山 稔樹�G1レーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 474＋ 22：01．91	 18．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，082，800円 複勝： 89，766，600円 枠連： 17，276，700円
馬連： 104，176，500円 馬単： 47，807，400円 ワイド： 86，062，600円
3連複： 158，208，400円 3連単： 188，829，500円 計： 743，210，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 430円 � 390円 � 160円 枠 連（3－4） 10，460円

馬 連 �� 10，140円 馬 単 �� 25，750円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 720円 �� 790円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ��� 94，020円

票 数

単勝票数 計 510828 的中 � 20556（8番人気）
複勝票数 計 897666 的中 � 45552（8番人気）� 51802（6番人気）� 193729（2番人気）
枠連票数 計 172767 的中 （3－4） 1280（22番人気）
馬連票数 計1041765 的中 �� 7959（30番人気）
馬単票数 計 478074 的中 �� 1392（64番人気）
ワイド票数 計 860626 的中 �� 7244（32番人気）�� 31553（7番人気）�� 28551（9番人気）
3連複票数 計1582084 的中 ��� 13629（33番人気）
3連単票数 計1888295 的中 ��� 1456（311番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．9―12．7―12．5―12．0―12．0―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―35．3―48．0―1：00．5―1：12．5―1：24．5―1：36．3―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポールトゥウィン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Pivotal デビュー 2019．7．21 中京9着

2017．4．16生 牡4鹿 母 ポールポジションⅡ 母母 Danehurst 18戦2勝 賞金 30，642，000円

20082 7月24日 晴 良 （3函館1） 第7日 第10競走 ��1，000�
ふ ん か わ ん

噴 火 湾 特 別
発走15時00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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
57．7
56．8

重
重

79 � ワルツフォーラン 牝4青鹿55 丹内 祐次松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 B464± 0 58．2 3．4�
11 リ メ ス 牡3栗 54 団野 大成�桑田牧場 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 474＋10 〃 ハナ 6．5�
812 ミエノワールド 牡4黒鹿57 武 豊里見美惠子氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 502－ 4 58．62� 7．1�
56 コ パ シ ー ナ �4栗 57 吉田 隼人椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492＋ 6 58．81	 7．7�
67 テンテキセンセキ 牡4黒鹿57 小沢 大仁岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 8 58．91 12．1�
22 サウンドサンビーム 牡4黒鹿57 坂井 瑠星増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 482－ 8 59．0� 46．1	
68 
 ジェットマックス 牡4鹿 57 岩田 康誠大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 516＋ 2 59．1� 22．9

55 ジョイウイン 牡4栗 57 松田 大作石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 498± 0 〃 ハナ 60．3�
710 サイドストリート 牝6鹿 55 横山 和生 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 502＋ 4 〃 アタマ 23．4
44 メイショウエニシア 牝3青鹿52 泉谷 楓真松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 442＋ 81：00．05 4．4�
33 コ ウ イ チ 牡4芦 57 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 494－ 41：00．1クビ 9．4�
811 プロトイチバンボシ 牡5栗 57 菱田 裕二飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 516－ 41：00．95 238．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 74，303，200円 複勝： 97，191，400円 枠連： 19，422，500円
馬連： 138，097，600円 馬単： 58，320，800円 ワイド： 104，788，500円
3連複： 195，434，100円 3連単： 249，195，300円 計： 936，753，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 230円 � 210円 枠 連（1－7） 1，200円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 630円 �� 520円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 17，520円

票 数

単勝票数 計 743032 的中 � 170182（1番人気）
複勝票数 計 971914 的中 � 210935（1番人気）� 94675（6番人気）� 110109（4番人気）
枠連票数 計 194225 的中 （1－7） 12535（5番人気）
馬連票数 計1380976 的中 �� 71673（6番人気）
馬単票数 計 583208 的中 �� 17373（7番人気）
ワイド票数 計1047885 的中 �� 43113（7番人気）�� 54090（4番人気）�� 19911（20番人気）
3連複票数 計1954341 的中 ��� 38820（11番人気）
3連単票数 計2491953 的中 ��� 10312（45番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．4―11．6―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワルツフォーラン �
�
父 ワイルドワンダー �

�
母父 テイエムオペラオー

2017．3．5生 牝4青鹿 母 スイートパッセ 母母 カフェショコラ 4戦2勝 賞金 27，266，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 リメス号の騎手団野大成は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アルナージ号・パイプライン号・ハヤブサペコムスメ号・ピシュマニエ号



20083 7月24日 晴 良 （3函館1） 第7日 第11競走 ��
��1，200�T V h 杯

発走15時35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

テレビ北海道賞（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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．0

良
良

812 ヴェントヴォーチェ 牡4鹿 57 武 豊エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 518－101：08．5 3．0�
67 ファーストフォリオ 牝4栗 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 440－141：08．6� 12．9�
11 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 508－ 21：08．7	 7．8�
33 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 484＋ 21：08．91
 25．1�
710 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 466－ 4 〃 アタマ 11．7	
811 セ ル フ ィ ー 牝4栗 55 団野 大成�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム B456＋ 4 〃 ハナ 56．9

55 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± 0 〃 クビ 5．0�
79 � 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 452＋ 21：09．11 5．5�
68 アテンフラワー 牝6青鹿55 国分 恭介�マークス 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 486± 01：09．21 120．0
56 � 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 466＋ 41：09．41
 65．5�
22 キ ー ダ イ ヤ 牝4鹿 55 横山 武史青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 440－ 2 〃 ハナ 22．0�
44 キュールエサクラ 牝5青鹿55 坂井 瑠星岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 496＋ 61：09．6	 7．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 120，374，800円 複勝： 169，031，800円 枠連： 40，465，700円
馬連： 310，791，100円 馬単： 135，671，800円 ワイド： 208，812，200円
3連複： 492，539，200円 3連単： 628，033，500円 計： 2，105，720，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 310円 � 250円 枠 連（6－8） 2，010円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 950円 �� 600円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 5，310円 3 連 単 ��� 22，410円

票 数

単勝票数 計1203748 的中 � 312148（1番人気）
複勝票数 計1690318 的中 � 330123（1番人気）� 124185（7番人気）� 164835（4番人気）
枠連票数 計 404657 的中 （6－8） 15570（9番人気）
馬連票数 計3107911 的中 �� 93172（9番人気）
馬単票数 計1356718 的中 �� 32831（11番人気）
ワイド票数 計2088122 的中 �� 56125（11番人気）�� 92726（4番人気）�� 42919（18番人気）
3連複票数 計4925392 的中 ��� 69440（18番人気）
3連単票数 計6280335 的中 ��� 20312（65番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．4―11．7―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．7―45．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェントヴォーチェ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 Distant View デビュー 2020．1．26 小倉1着

2017．4．20生 牡4鹿 母 ランウェイスナップ 母母 クリアーパス 6戦4勝 賞金 59，001，000円

20084 7月24日 晴 良 （3函館1） 第7日 第12競走 1，700�3歳以上2勝クラス
発走16時15分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

712 ス ペ ロ デ ア 牝4栗 55
52 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 長浜 秀昭 474＋ 81：44．1 8．5�
57 ペイシャノリッジ 牝4鹿 55 吉田 隼人北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 436＋221：44．63 6．3�
33 グレースルビー 牝4鹿 55 岩田 康誠本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 468＋101：45．02� 7．9�
610 ペイシャクェーサー 牝3鹿 52

50 △秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 476－ 21：45．21� 4．5�
813 ク レ デ ン ザ 牝4芦 55 坂井 瑠星�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 454＋ 81：45．3� 7．2�
69 シーシーサザン 牝4黒鹿55 大野 拓弥吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 438－ 81：45．4� 40．7	
22 ティボリドライヴ 牝5栗 55

52 ▲小沢 大仁松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 490＋161：45．51 44．2


46 ソプラドール 牝4栗 55 横山 和生�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ B476－121：45．6� 7．2�

34 キープイットシンポ 牝3黒鹿52 横山 武史西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 470± 01：45．7クビ 4．8�

58 モリノカワセミ 牝5鹿 55 池添 謙一森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 470＋12 〃 クビ 29．2
45 ナ リ ス 牝5鹿 55 団野 大成萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 478± 01：45．91� 36．2�
711 タイトロープウィン 牝5栗 55 丹内 祐次浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446＋121：46．0� 45．5�
11 ミンネザング 牝7鹿 55 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：48．4大差 151．9�
814 コンスタンティナ 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 504＋ 71：49．25 124．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 77，142，000円 複勝： 126，184，300円 枠連： 29，040，400円
馬連： 150，674，000円 馬単： 55，988，100円 ワイド： 134，254，000円
3連複： 251，617，600円 3連単： 271，388，400円 計： 1，096，288，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 270円 � 230円 � 240円 枠 連（5－7） 1，650円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，450円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 8，260円 3 連 単 ��� 38，920円

票 数

単勝票数 計 771420 的中 � 72149（7番人気）
複勝票数 計1261843 的中 � 116937（7番人気）� 147571（5番人気）� 139330（6番人気）
枠連票数 計 290404 的中 （5－7） 13606（9番人気）
馬連票数 計1506740 的中 �� 49206（14番人気）
馬単票数 計 559881 的中 �� 8479（29番人気）
ワイド票数 計1342540 的中 �� 39590（12番人気）�� 23422（21番人気）�� 33026（16番人気）
3連複票数 計2516176 的中 ��� 22842（35番人気）
3連単票数 計2713884 的中 ��� 5055（183番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―12．2―12．1―12．3―12．2―12．2―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―30．2―42．3―54．6―1：06．8―1：19．0―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス ペ ロ デ ア �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．1．13 京都1着

2017．4．4生 牝4栗 母 サクラフォルトゥナ 母母 サクラスイートキス 10戦3勝 賞金 35，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンスタンティナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月24日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ピクシーメイデン号・ピュアブレンド号・ラフリッグフェル号・リワードノルン号



（3函館1）第7日 7月24日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

194，900，000円
3，020，000円
19，570，000円
1，210，000円
21，580，000円
69，543，500円
4，455，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
684，908，300円
990，840，000円
199，433，100円
1，195，958，300円
524，696，800円
1，027，434，500円
1，913，750，800円
2，223，425，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，760，447，500円

総入場人員 1，088名 （有料入場人員 949名）
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