
20097 7月31日 曇 良 （3函館1） 第9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
1：07．5

良
良

78 コ ラ リ ン 牝2栗 54 横山 武史 �シルクレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：09．4 2．3�
22 ディージェーサン 牝2黒鹿54 丹内 祐次ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 オカモトファーム 404－ 21：09．82� 11．4�
55 ブローヴェイス 牡2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 410± 01：09．9� 93．8�
33 � エ ク セ ト ラ 牡2鹿 54 団野 大成ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Middle

Club Team 496＋ 81：10．21� 14．9�
44 マテンロウサニー 牝2栗 54 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 438－ 81：10．3クビ 12．7�
11 グ ラ ン デ 牡2栗 54 坂井 瑠星 	グランデオーナーズ 吉田 直弘 青森 諏訪牧場 458± 0 〃 ハナ 2．6

89 アップトゥザナイン 牡2栗 54 池添 謙一 	京都ホースレーシング 高橋 康之 新冠 村上 進治 454＋ 81：10．62 30．1�
66 ミスリチャード 牝2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 408－ 61：10．7� 12．0�
77 ミ ウ ィ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大	ORTEGA 大江原 哲 新冠 柏木 一則 428± 0 〃 クビ 47．2
810 タガノディパートゥ 牝2青鹿 54

51 ▲小沢 大仁八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434＋ 41：10．91� 68．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，657，300円 複勝： 54，995，400円 枠連： 7，710，900円
馬連： 51，856，700円 馬単： 27，558，400円 ワイド： 50，839，300円
3連複： 83，400，800円 3連単： 123，327，100円 計： 438，345，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 280円 � 1，320円 枠 連（2－7） 1，020円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，390円 �� 5，110円

3 連 複 ��� 14，070円 3 連 単 ��� 38，250円

票 数

単勝票数 計 386573 的中 � 137121（1番人気）
複勝票数 計 549954 的中 � 175307（2番人気）� 41885（4番人気）� 6985（10番人気）
枠連票数 計 77109 的中 （2－7） 5819（3番人気）
馬連票数 計 518567 的中 �� 33170（4番人気）
馬単票数 計 275584 的中 �� 14794（3番人気）
ワイド票数 計 508393 的中 �� 25653（7番人気）�� 5292（23番人気）�� 2437（35番人気）
3連複票数 計 834008 的中 ��� 4445（41番人気）
3連単票数 計1233271 的中 ��� 2337（114番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．6―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―45．1―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．9
3 1（8，3，6）－（9，10）（2，4）5－7 4 1（8，3）6（2，9）（4，10）5－7

勝馬の
紹 介

コ ラ リ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Dubawi デビュー 2021．6．12 札幌4着

2019．2．21生 牝2栗 母 モ ル ジ ア ナ 母母 サ マ ー ハ 2戦1勝 賞金 6，200，000円

20098 7月31日 曇 良 （3函館1） 第9日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時20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

57 パルクールラン 牝3栗 54 小崎 綾也�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 412＋ 61：47．5 56．2�
812 ウィズザワールド 牝3栗 54 団野 大成阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 470± 01：47．6クビ 10．1�

44 ララパピヨンドメル 牝3鹿 54 武 豊フジイ興産� 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 448＋ 21：48．13 3．5�
（法942）

11 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 450－121：48．31� 13．5�

711 ブッシュドノエル 牝3栗 54
52 △秋山 稔樹青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 404－ 81：48．51� 8．8	

69 ドラマティコ 牝3青鹿54 吉田 隼人 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B486＋201：48．71� 13．3


56 バンブトンローズ 牝3鹿 54 勝浦 正樹樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 B478＋ 41：48．91� 38．9�
33 イ シ ュ タ ル 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 534 ―1：49．11 6．1�
45 コンフィアンス 牝3鹿 54 横山 武史 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 456± 01：49．2� 11．2
22 メ ル ジ ー ナ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁 �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± 01：49．52 79．9�

68 マエストリーナ 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 412－ 21：50．13� 20．9�

813 レディヴィクトリア 牝3青 54 横山 和生谷口 祐人氏 勢司 和浩 浦河 松田 憲一 438＋ 41：50．2� 9．8�
710 メイショウメイロウ 牝3芦 54

53 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 林 孝輝 474－ 21：50．3� 6．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，916，900円 複勝： 64，115，700円 枠連： 10，709，100円
馬連： 60，092，300円 馬単： 24，496，700円 ワイド： 64，526，300円
3連複： 99，669，200円 3連単： 95，478，000円 計： 459，004，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，620円 複 勝 � 1，480円 � 290円 � 160円 枠 連（5－8） 5，860円

馬 連 �� 28，430円 馬 単 �� 71，210円

ワ イ ド �� 6，810円 �� 5，090円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 45，860円 3 連 単 ��� 497，990円

票 数

単勝票数 計 399169 的中 � 5682（12番人気）
複勝票数 計 641157 的中 � 8405（12番人気）� 53934（5番人気）� 136754（1番人気）
枠連票数 計 107091 的中 （5－8） 1416（21番人気）
馬連票数 計 600923 的中 �� 1638（60番人気）
馬単票数 計 244967 的中 �� 258（130番人気）
ワイド票数 計 645263 的中 �� 2385（58番人気）�� 3204（54番人気）�� 17365（10番人気）
3連複票数 計 996692 的中 ��� 1630（155番人気）
3連単票数 計 954780 的中 ��� 139（1149番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．7―31．2―43．9―56．6―1：09．1―1：21．5―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．4
1
3
7，6，12（4，11）13（1，10）（2，8）（3，9）5
7（6，12）（4，13）（11，9）（1，3，10）2（8，5）

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

勝馬の
紹 介

パルクールラン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2021．2．28 阪神5着

2018．3．16生 牝3栗 母 ディキシーランドジェム 母母 Allusion 5戦1勝 賞金 5，610，000円
〔3走成績による出走制限〕 メルジーナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月30日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ラフルオリータ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※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 クリスタルスワン号・スリンシンガポール号・ファストブレイク号・レッドウッドヒル号

第１回 函館競馬 第９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



20099 7月31日 曇 良 （3函館1） 第9日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
57．7
56．8

重
重

11 サンランシング 牝3青鹿 54
51 ▲小林 凌大 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ B466± 0 59．4 5．2�
22 レイワプリンセス 牝3栗 54 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 490＋ 2 59．61� 5．1�
56 パ イ ナ 牝3鹿 54 団野 大成佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458＋ 5 59．81� 54．5�
44 クレイジーリッチ 牡3栗 56 菱田 裕二江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 480－ 21：00．01 9．7�
67 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 414± 01：00．1� 3．8�
79 ナムラトキオ 牡3青鹿 56

54 △秋山 稔樹奈村 睦弘氏 大和田 成 日高 ナカノファーム 468＋ 2 〃 アタマ 8．4	
68 エ ル ソ ー ル 牝3鹿 54 C．ルメール �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 飛野牧場 440＋ 61：00．2� 5．5

811 テイエムマルタン 牡3鹿 56 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 492＋10 〃 ハナ 21．2�
710 スターオンステージ 牝3栗 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 416－ 41：00．51� 14．1�
55 アラタマリスト 牝3栗 54 水口 優也荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 446＋ 6 〃 クビ 122．0
33 ミスアクエリアス 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 462＋161：01．24 24．3�
812 ベイビーアッシュ 牡3芦 56

53 ▲小沢 大仁大塚Ry’sCLUB 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 514－ 41：01．51� 66．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 41，409，400円 複勝： 59，079，300円 枠連： 10，314，800円
馬連： 53，195，300円 馬単： 23，561，800円 ワイド： 55，107，300円
3連複： 84，378，600円 3連単： 96，440，400円 計： 423，486，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 250円 � 1，060円 枠 連（1－2） 1，470円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 640円 �� 4，870円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 26，130円 3 連 単 ��� 120，750円

票 数

単勝票数 計 414094 的中 � 63600（3番人気）
複勝票数 計 590793 的中 � 75966（3番人気）� 64929（4番人気）� 11886（10番人気）
枠連票数 計 103148 的中 （1－2） 5409（7番人気）
馬連票数 計 531953 的中 �� 27532（4番人気）
馬単票数 計 235618 的中 �� 4960（17番人気）
ワイド票数 計 551073 的中 �� 23752（6番人気）�� 2806（45番人気）�� 3184（42番人気）
3連複票数 計 843786 的中 ��� 2421（82番人気）
3連単票数 計 964404 的中 ��� 579（380番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．8―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンランシング �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2020．6．28 東京15着

2018．4．9生 牝3青鹿 母 フィールザロマンス 母母 フィールザビュウ 10戦1勝 賞金 9，150，000円
〔3走成績による出走制限〕 ベイビーアッシュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月30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 アルマロベイラ号・デファイグラビティ号・フェスティヴポン号・フクノルッカ号

20100 7月31日 曇 良 （3函館1） 第9日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時20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

69 デルマタモン 牡3栗 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 498－ 81：47．4 1．8�
46 ナ ム ラ ハ カ 牡3黒鹿56 武 豊奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 470＋ 41：47．82� 35．9�
33 ラ イ ム 牡3鹿 56 国分 恭介山本 堅治氏 大根田裕之 新ひだか ヒサイファーム 464－ 21：48．01 9．7�
11 メイショウケンジャ 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 B502＋ 4 〃 クビ 4．8�
58 コニャックダイヤ 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 藤沢牧場 442－ 21：48．42� 19．5�
813 ジュンストーム 牡3黒鹿56 団野 大成河合 純二氏 高柳 大輔 新冠 マリオステー

ブル 474－ 61：48．5� 68．0	
57 ブラックアリエス �3鹿 56 大野 拓弥 
キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム B478－12 〃 アタマ 43．9�
22 サニーサンピング 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心陳 立文氏 稲垣 幸雄 日高 日高大洋牧場 562－ 2 〃 クビ 167．0�
45 ワールドマックス 牡3青鹿56 古川 吉洋池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 478＋ 61：49．45 113．0
711 ワキノフラッシュ 牡3鹿 56 池添 謙一脇山 良之氏 飯田 祐史 新ひだか 広田牧場 470＋ 61：49．61� 9．5�
610 アディラータメンテ 牡3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 542－121：50．13 8．7�
712 ル リ オ ウ 牡3芦 56 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 ディアレスト

クラブ 502＋ 61：51．05 36．7�
814 ニシノカタパルト 牡3栗 56 黛 弘人西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 松本牧場 B474＋141：52．27 128．2�
34 ピックアペタル 牝3黒鹿 54

51 ▲西谷 凜北原 摩留氏 伊藤 伸一 新ひだか 今 牧場 B464＋ 21：57．9大差 133．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，479，500円 複勝： 74，234，200円 枠連： 10，181，200円
馬連： 46，678，100円 馬単： 28，603，700円 ワイド： 53，209，700円
3連複： 83，743，400円 3連単： 111，244，100円 計： 446，373，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 560円 � 250円 枠 連（4－6） 2，090円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 470円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 25，880円

票 数

単勝票数 計 384795 的中 � 168846（1番人気）
複勝票数 計 742342 的中 � 349716（1番人気）� 17917（7番人気）� 49279（4番人気）
枠連票数 計 101812 的中 （4－6） 3768（8番人気）
馬連票数 計 466781 的中 �� 9123（12番人気）
馬単票数 計 286037 的中 �� 3868（18番人気）
ワイド票数 計 532097 的中 �� 8525（14番人気）�� 31674（3番人気）�� 4372（27番人気）
3連複票数 計 837434 的中 ��� 9246（21番人気）
3連単票数 計1112441 的中 ��� 3116（76番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．4―12．5―12．8―13．1―13．1―13．4―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―28．9―41．4―54．2―1：07．3―1：20．4―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマタモン �
�
父 オンファイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．20 中山7着

2018．5．6生 牡3栗 母 デルマトモエゴゼン 母母 シルバーネックレス 7戦1勝 賞金 11，610，000円
〔制裁〕 ワキノフラッシュ号の騎手池添謙一は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・3番）
〔その他〕 ピックアペタル号は，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〕 ピックアペタル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年8月31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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 タイセイフリート号・ボニンブルー号・レッドグレイシャー号



20101 7月31日 晴 良 （3函館1） 第9日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時10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

88 ソリッドグロウ 牝2栗 54 横山 武史 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 438 ―1：09．8 3．1�
11 グランパドゥシャ 牝2鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 小西 一男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426 ―1：10．97 3．5�
55 カ ミ ゴ エ 牡2栗 54 坂井 瑠星山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 516 ―1：11．21� 6．5�
77 セ レ ブ 牝2栗 54 大野 拓弥菅藤 宗一氏 杉浦 宏昭 平取 清水牧場 466 ―1：11．3� 9．9�
44 イーサンカレラ 牡2鹿 54 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 高瀬牧場 444 ―1：11．61� 69．4�
33 オクシデンタル 牡2栗 54 C．ルメール 平田 修氏 加藤 征弘 新ひだか フジワラフアーム 498 ―1：12．02� 4．6	
22 ヴィオレントアズル 牡2青鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 404 ―1：12．32 32．9

66 ブエナディオサ 牝2鹿 54 武 豊エースレーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426 ―1：12．4クビ 28．4�
89 ペイシャガルボ 牡2青鹿 54

53 ☆亀田 温心北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 B472 ―1：14．4大差 20．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 41，914，700円 複勝： 40，113，400円 枠連： 6，189，800円
馬連： 45，210，200円 馬単： 24，159，300円 ワイド： 38，581，500円
3連複： 63，705，000円 3連単： 99，676，100円 計： 359，550，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 120円 � 160円 枠 連（1－8） 390円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 220円 �� 450円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，610円

票 数

単勝票数 計 419147 的中 � 108269（1番人気）
複勝票数 計 401134 的中 � 87843（2番人気）� 99657（1番人気）� 51895（4番人気）
枠連票数 計 61898 的中 （1－8） 12038（1番人気）
馬連票数 計 452102 的中 �� 66927（1番人気）
馬単票数 計 241593 的中 �� 17223（2番人気）
ワイド票数 計 385815 的中 �� 52077（1番人気）�� 20153（6番人気）�� 22129（5番人気）
3連複票数 計 637050 的中 ��� 43830（2番人気）
3連単票数 計 996761 的中 ��� 15656（7番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―10．8―11．3―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―33．8―45．1―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．0
3 ・（1，8）＝（2，6）（4，7）（3，5）＝9 4 8－1＝2，7，4（6，5）3＝9

勝馬の
紹 介

ソリッドグロウ 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Nayef 初出走

2019．4．7生 牝2栗 母 ムーングロウ 母母 Mystic Goddess 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャガルボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月31日まで平地競

走に出走できない。

20102 7月31日 晴 良 （3函館1） 第9日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時40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

813 ロ ッ ク ユ ー �3青鹿56 藤岡 佑介石川 達絵氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 B442＋ 21：48．5 15．9�
33 ホウオウラフィット 牝3青鹿54 C．ルメール 小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 420± 01：48．81� 2．4�
22 � ショベルヘッド �3鹿 56 横山 武史長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Siena

Farms LLC B470＋ 4 〃 クビ 10．1�
69 シュトゥルーデル 牝3芦 54

51 ▲小沢 大仁金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 428± 01：49．01 10．9�

57 グリュレーヴ 牝3芦 54 団野 大成飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 488＋ 81：49．31� 17．6�
45 ウエスタンエポナ 牝3鹿 54 武 豊西川 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 422－ 21：49．4� 22．4	
11 ロフォーテン 牝3青鹿 54

53 ☆泉谷 楓真
下河辺牧場 吉岡 辰弥 日高 下河辺牧場 428＋161：49．5� 184．8�
711 マイネルダグラス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 512＋161：49．6� 5．8�
46 ヒカリネツガル 牝3鹿 54 大野 拓弥村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 414＋ 21：49．91� 290．8
712 エルファシル 牡3青鹿56 坂井 瑠星山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 4 〃 ハナ 9．7�
610 フレーズメーカー 牡3青鹿56 横山 和生山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 笠松牧場 476－ 61：50．11	 37．7�
58 � バラードインミラノ 牡3黒鹿56 M．デムーロ 
ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 伊

Colombo Carlo and Rz
Vedano Di Litta Modig-
nani Picozzi Alfonso

436＋ 61：50．52� 6．0�
814 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 428－ 21：50．7� 223．7�
34 メイショウカモーン 牝3鹿 54 加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 452± 01：51．55 397．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，735，300円 複勝： 63，494，000円 枠連： 9，737，100円
馬連： 54，940，200円 馬単： 25，338，600円 ワイド： 58，572，900円
3連複： 91，232，300円 3連単： 99，433，400円 計： 444，483，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 260円 � 140円 � 230円 枠 連（3－8） 1，750円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，080円 �� 430円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 35，040円

票 数

単勝票数 計 417353 的中 � 20998（7番人気）
複勝票数 計 634940 的中 � 52373（6番人気）� 147236（1番人気）� 63856（4番人気）
枠連票数 計 97371 的中 （3－8） 4299（9番人気）
馬連票数 計 549402 的中 �� 20370（7番人気）
馬単票数 計 253386 的中 �� 3779（17番人気）
ワイド票数 計 585729 的中 �� 19776（7番人気）�� 6722（31番人気）�� 37425（2番人気）
3連複票数 計 912323 的中 ��� 12678（21番人気）
3連単票数 計 994334 的中 ��� 2057（122番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．5―12．0―12．5―12．4―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―34．7―46．7―59．2―1：11．6―1：23．8―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．9
1
3
10－4（3，5，8）（7，9，12）1，11（2，14）－6－13
10，8（4，11）（5，12）（3，9，13）7（1，14）2－6

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

勝馬の
紹 介

ロ ッ ク ユ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2020．12．13 阪神4着

2018．3．25生 �3青鹿 母 シャンロッサ 母母 Palacoona 4戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ホウオウラフィット号の騎手C．ルメールは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コーズウェイヘッド号



20103 7月31日 晴 良 （3函館1） 第9日 第7競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

44 オータムヒロイン 牝3鹿 52 古川 吉洋ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464＋ 22：01．1 3．9�

22 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± 02：01．2� 2．8�

79 タイミングハート 牡4黒鹿57 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 456＋142：01．3クビ 5．0�
33 テイエムタツマキ 牡3青鹿54 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 B500＋102：01．61� 7．2�
67 ウヒョウノヒビキ 牝3鹿 52 菊沢 一樹矢野 琢也氏 小野 次郎 新冠 協和牧場 428＋ 82：01．81� 212．8�
11 ポーラーサマー 牡4黒鹿57 黛 弘人ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528－ 2 〃 クビ 12．9	
811 ジ ャ ッ キ ー 牡7栗 57

55 △秋山 稔樹本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 B490＋ 6 〃 クビ 47．7

710 マイネルデステリョ 牡4黒鹿57 M．デムーロ �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 458＋ 62：03．07 8．4�
812 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 448＋10 〃 ハナ 87．3�
56 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 502＋ 42：03．1クビ 48．8
55 パクスジャポニカ 牡3鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 谷岡スタット 486－122：04．27 285．1�
68 ラズルダズル 牡4鹿 57 団野 大成 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B466＋ 62：05．37 22．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，210，300円 複勝： 51，560，900円 枠連： 10，007，800円
馬連： 60，206，600円 馬単： 29，324，500円 ワイド： 52，987，500円
3連複： 98，100，900円 3連単： 128，630，100円 計： 472，028，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 120円 � 140円 枠 連（2－4） 540円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 250円 �� 380円 �� 260円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 412103 的中 � 83838（2番人気）
複勝票数 計 515609 的中 � 99075（2番人気）� 131000（1番人気）� 84094（3番人気）
枠連票数 計 100078 的中 （2－4） 14181（2番人気）
馬連票数 計 602066 的中 �� 79441（1番人気）
馬単票数 計 293245 的中 �� 17548（3番人気）
ワイド票数 計 529875 的中 �� 57116（1番人気）�� 32237（3番人気）�� 53067（2番人気）
3連複票数 計 981009 的中 ��� 91073（1番人気）
3連単票数 計1286301 的中 ��� 25993（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―11．8―12．1―12．1―12．4―12．4―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．3―47．1―59．2―1：11．3―1：23．7―1：36．1―1：48．4

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

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

勝馬の
紹 介

オータムヒロイン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2021．2．7 中京7着

2018．2．25生 牝3鹿 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 5戦2勝 賞金 13，800，000円

20104 7月31日 晴 良 （3函館1） 第9日 第8競走 1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・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
57．7
56．8

重
重

33 � 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 466± 0 59．3 6．1�

22 タマモヒメギミ 牝3鹿 52 国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 494± 0 59．4� 1．8�
11 � ミューティー 牝4鹿 55 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 492－ 4 59．82 13．7�
77 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± 01：00．22� 22．8�
66 ニシノミズカゼ 牝3栗 52

49 ▲小林 凌大西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 470＋ 6 〃 クビ 4．6�
55 ク リ オ ズ ナ 牝3栗 52 団野 大成 	サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 426－ 21：00．4� 17．3

78 � エンジェルティアラ 牝4栗 55

52 ▲小沢 大仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 81：00．51 9．7�

810 ニシノエルサ 牝3芦 52 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 436－ 41：00．6� 24．1�
44 サクラトップメジャ 牝3栗 52 菊沢 一樹�トップフェロウ武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 61：00．91� 147．5
89 ウィズアウィッシュ 牝7鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 518－ 21：01．11� 107．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，428，100円 複勝： 71，030，000円 枠連： 9，559，400円
馬連： 56，403，200円 馬単： 36，165，200円 ワイド： 52，610，100円
3連複： 100，001，200円 3連単： 174，272，700円 計： 547，469，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 130円 � 110円 � 240円 枠 連（2－3） 370円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 180円 �� 620円 �� 400円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計 474281 的中 � 61695（3番人気）
複勝票数 計 710300 的中 � 104860（2番人気）� 354940（1番人気）� 35265（5番人気）
枠連票数 計 95594 的中 （2－3） 19917（1番人気）
馬連票数 計 564032 的中 �� 108869（1番人気）
馬単票数 計 361652 的中 �� 24392（4番人気）
ワイド票数 計 526101 的中 �� 91779（1番人気）�� 18030（10番人気）�� 30847（4番人気）
3連複票数 計1000012 的中 ��� 79019（3番人気）
3連単票数 計1742727 的中 ��� 18254（18番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．7―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．4―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�プリンセスヨウク �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フレンチデピュティ

2014．3．5生 牝7鹿 母 プリンセスネージュ 母母 クールネージュ 46戦1勝 賞金 46，490，000円
初出走 JRA

〔3走成績による出走制限〕 サクラトップメジャ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年9月30日まで平地競走に出走で
きない。



20105 7月31日 晴 良 （3函館1） 第9日 第9競走 ��
��2，600�

は っ こ う だ さ ん

八 甲 田 山 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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：35．1

良
良

46 アルバーシャ 牡3栗 54 C．ルメールゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498－ 22：41．2 4．3�

33 ウインザナドゥ 牡3栗 54 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 42：41．83� 8．9�
58 ヴォリアーモ 牝4鹿 55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：41．9	 49．3�
814 ダノンセレスタ 牡4青鹿57 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 アタマ 10．5�
711 モンテディオ 牡3鹿 54 池添 謙一毛利 元昭氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 482＋ 8 〃 ハナ 2．4	
813 ダノンアポロン 牡6鹿 57 坂井 瑠星�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 488－ 22：42．21	 105．6

45 インペリアルツアー 牡3黒鹿54 泉谷 楓真 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 444－ 22：42．3クビ 41．7�
610 デルマラッキーガイ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 ハナ 17．5�
69 ウインローズブーケ 牝4黒鹿55 丹内 祐次�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 62：42．61	 18．2
57 スマイルガール 牝4鹿 55 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 430－ 62：42．81
 56．8�
22 テーオーラファエロ 牡3芦 54 吉田 隼人小笹 公也氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B452± 0 〃 クビ 5．9�
712 タイセイコマンド 牡3鹿 54 団野 大成田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B464－102：43．54 74．3�
34 � ピエナアラシ 牡7鹿 57 藤岡 佑介本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 478± 02：43．71 44．3�
11 ナムラショウグン 牡4青鹿57 川又 賢治奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 484＋ 22：43．91� 77．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 61，707，800円 複勝： 88，146，700円 枠連： 18，923，800円
馬連： 98，925，800円 馬単： 43，394，000円 ワイド： 96，762，300円
3連複： 169，733，100円 3連単： 188，517，100円 計： 766，110，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 220円 � 330円 � 890円 枠 連（3－4） 1，610円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，730円 �� 4，820円

3 連 複 ��� 18，650円 3 連 単 ��� 67，490円

票 数

単勝票数 計 617078 的中 � 113701（2番人気）
複勝票数 計 881467 的中 � 119724（2番人気）� 69601（5番人気）� 21813（10番人気）
枠連票数 計 189238 的中 （3－4） 9102（7番人気）
馬連票数 計 989258 的中 �� 45043（5番人気）
馬単票数 計 433940 的中 �� 9841（11番人気）
ワイド票数 計 967623 的中 �� 41264（5番人気）�� 8871（27番人気）�� 4965（48番人気）
3連複票数 計1697331 的中 ��� 6823（54番人気）
3連単票数 計1885171 的中 ��� 2025（210番人気）

ハロンタイム 12．7―12．3―12．6―12．8―12．3―13．1―12．7―12．6―12．0―11．7―11．7―12．0―12．7

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�
12．7―25．0―37．6―50．4―1：02．7―1：15．8―1：28．5―1：41．1―1：53．1―2：04．8―2：16．5―2：28．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルバーシャ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．10．31 京都2着

2018．3．3生 牡3栗 母 ポップアイコン 母母 ピンクタートル 10戦2勝 賞金 27，807，000円

20106 7月31日 晴 良 （3函館1） 第9日 第10競走 1，200�
ぴ り か

美 利 河 特 別
発走15時00分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．0

良
良

610 ナイントゥファイブ 牝4黒鹿55 松田 大作�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 474± 01：08．4 8．8�
611 ホーリーライン 牝5青鹿55 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 450± 01：08．71� 13．7�
46 クープドクール 牝3栗 52 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 462＋ 21：08．8� 8．2�
35 エ ピ ロ ー グ 牝5鹿 55 川又 賢治藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B476－ 61：08．91 65．8�
47 モンファボリ 牝3鹿 52 吉田 隼人 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：09．0アタマ 2．4	
713 メイショウハボタン 牝3鹿 52 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 452± 0 〃 クビ 13．8

59 リ ャ ス ナ 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 456± 01：09．1クビ 14．0�
814 インザムービー 牝4鹿 55 亀田 温心安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 508＋12 〃 クビ 14．4�
22 カバーガール 牝3黒鹿52 大野 拓弥石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 466－ 41：09．2クビ 5．3
712 ベッラヴォルタ 牝4栗 55 菊沢 一樹ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 498＋ 41：09．3� 61．8�
23 ルーチェデラヴィタ 牝4鹿 55 水口 優也安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 広富牧場 452± 0 〃 ハナ 116．7�
815� エムオーシャトル 牝3鹿 52 団野 大成大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 市川牧場 452＋ 6 〃 クビ 18．3�
58 マリノディアナ 牝6青鹿55 勝浦 正樹和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 448＋ 61：09．5� 139．3�
11 ラ キ 牝4鹿 55 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 462－ 81：09．81� 65．9�
34 ピシュマニエ 牝4栗 55 岩田 康誠嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 B480± 01：10．86 87．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，448，900円 複勝： 95，333，100円 枠連： 28，675，900円
馬連： 127，778，400円 馬単： 53，230，100円 ワイド： 107，935，000円
3連複： 217，807，800円 3連単： 233，318，000円 計： 928，527，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 340円 � 360円 � 320円 枠 連（6－6） 6，720円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 10，730円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，310円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 16，440円 3 連 単 ��� 93，140円

票 数

単勝票数 計 644489 的中 � 58379（4番人気）
複勝票数 計 953331 的中 � 74382（5番人気）� 68001（7番人気）� 79448（4番人気）
枠連票数 計 286759 的中 （6－6） 3305（20番人気）
馬連票数 計1277784 的中 �� 16351（25番人気）
馬単票数 計 532301 的中 �� 3720（37番人気）
ワイド票数 計1079350 的中 �� 15803（23番人気）�� 21471（13番人気）�� 16651（20番人気）
3連複票数 計2178078 的中 ��� 9935（50番人気）
3連単票数 計2333180 的中 ��� 1816（300番人気）

ハロンタイム 11．6―10．6―11．0―11．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．2―33．2―44．5―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイントゥファイブ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Blu Air Force デビュー 2019．10．27 東京7着

2017．1．31生 牝4黒鹿 母 ベ ッ ト ー レ 母母 Happy Sue 13戦3勝 賞金 46，932，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



20107 7月31日 晴 良 （3函館1） 第9日 第11競走 ��2，000�S T V 杯
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，2．8．1以降3．7．25まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

札幌テレビ放送賞（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 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

611 ア ラ タ 牡4鹿 55 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 456－101：59．3 6．2�
713 ウィナーポイント 牝6黒鹿50 泉谷 楓真岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 422－ 21：59．51� 44．5�
510 ルビーカサブランカ 牝4栗 54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460± 01：59．71 3．2�
36 ヒシヴィクトリー 牡6黒鹿55 岩田 康誠阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 494＋ 22：00．33� 18．6�
48 エヴァーガーデン 牝4黒鹿53 黛 弘人 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 82：00．4� 19．9	
59 レオンドーロ 牝5黒鹿53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B506＋102：00．5� 15．8

11 ア ラ ス カ 牝5鹿 52 秋山 稔樹池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 402± 0 〃 クビ 43．0�
47 プリマヴィスタ 牡4栗 55 吉田 隼人加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 6 〃 アタマ 19．3�
12 � シ ン ボ 牡4鹿 55 古川 吉洋�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 458± 0 〃 アタマ 7．7
24 ド ゥ ー カ 牡8栗 53 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 510＋ 22：00．92� 57．4�
23 バレーノロッソ 牡6栗 53 小沢 大仁 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 498－122：01．32 207．0�
815 スズカロング 牡7鹿 54 亀田 温心永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 494＋ 82：01．51� 61．5�
35 ヒシゲッコウ 牡5黒鹿55 C．ルメール 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B492＋ 8 〃 クビ 7．6�
816 サクラトゥジュール 牡4青鹿56 横山 武史�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 504＋ 22：01．6� 4．9�
714 サンラモンバレー 牡6鹿 53 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 500＋ 22：03．310 212．4�
612 トゥザフロンティア 牡6鹿 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512－ 62：05．3大差 56．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 106，165，700円 複勝： 161，558，600円 枠連： 55，739，300円
馬連： 291，620，800円 馬単： 105，521，300円 ワイド： 222，333，800円
3連複： 520，758，800円 3連単： 556，510，800円 計： 2，020，209，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 670円 � 140円 枠 連（6－7） 9，230円

馬 連 �� 17，470円 馬 単 �� 25，930円

ワ イ ド �� 3，790円 �� 400円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 13，370円 3 連 単 ��� 117，350円

票 数

単勝票数 計1061657 的中 � 135677（3番人気）
複勝票数 計1615586 的中 � 175086（3番人気）� 43415（10番人気）� 421282（1番人気）
枠連票数 計 557393 的中 （6－7） 4677（22番人気）
馬連票数 計2916208 的中 �� 12932（46番人気）
馬単票数 計1055213 的中 �� 3051（75番人気）
ワイド票数 計2223338 的中 �� 14047（41番人気）�� 160479（2番人気）�� 25412（28番人気）
3連複票数 計5207588 的中 ��� 29212（45番人気）
3連単票数 計5565108 的中 ��� 3438（367番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―35．1―47．1―59．3―1：11．0―1：22．8―1：34．5―1：46．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ラ タ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．10．19 東京8着

2017．3．16生 牡4鹿 母 サンシャイン 母母 バルドウィナ 10戦4勝 賞金 50，009，000円
〔制裁〕 ヒシヴィクトリー号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・1番）

ウィナーポイント号の騎手泉谷楓真は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥザフロンティア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月31日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダノングロワール号・マイエンフェルト号

20108 7月31日 晴 良 （3函館1） 第9日 第12競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走16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

812 ウィッチクラフト �5鹿 57 団野 大成 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 520± 01：46．2 7．2�

22 ロ ス コ フ 牡3鹿 54
53 ☆亀田 温心吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 492－ 41：46．41� 5．7�

56 ハイラブハンター 牡3鹿 54
51 ▲西谷 凜服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 486－ 4 〃 アタマ 28．6�

11 ピクトルテソーロ 牡3黒鹿54 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 日高 船越牧場 474－ 41：46．61 21．2�

813 サイモンルグラン 牡4鹿 57 武 豊澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 502－ 21：46．7	 5．4�
44 ミッションレール 牡3鹿 54 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 478－ 21：46．8クビ 50．6	
33 
 キースペシャル 牡5栗 57 菱田 裕二北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 484＋ 41：46．9� 11．6

711 ハイアーグレード 牝4栗 55 荻野 琢真下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B462± 0 〃 クビ 62．0�
68 ゴーストレート 牡3青鹿54 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 488＋101：47．21	 16．2�
57 ノワールフレグラン 牝4青鹿 55

52 ▲小沢 大仁 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B444－ 4 〃 クビ 19．9
45 ルージュジャドール 牝3鹿 52 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 438＋ 61：47．3� 14．2�
69 インヴァリアンス 牡3栗 54 藤岡 佑介�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 480－ 21：47．4� 3．3�
710
 サンオブロジータ �4鹿 57

55 △秋山 稔樹�シンシアリー 萩原 清 日高 若林 順一 494－ 61：48．03� 14．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 67，637，900円 複勝： 91，659，100円 枠連： 27，228，600円
馬連： 131，372，600円 馬単： 56，161，200円 ワイド： 117，462，200円
3連複： 228，178，100円 3連単： 268，616，200円 計： 988，315，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 360円 � 250円 � 800円 枠 連（2－8） 1，220円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 2，720円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 22，070円 3 連 単 ��� 101，060円

票 数

単勝票数 計 676379 的中 � 74572（4番人気）
複勝票数 計 916591 的中 � 66728（5番人気）� 106822（3番人気）� 26339（11番人気）
枠連票数 計 272286 的中 （2－8） 17208（4番人気）
馬連票数 計1313726 的中 �� 31605（11番人気）
馬単票数 計 561612 的中 �� 6144（24番人気）
ワイド票数 計1174622 的中 �� 26742（12番人気）�� 10997（37番人気）�� 8341（44番人気）
3連複票数 計2281781 的中 ��� 7752（85番人気）
3連単票数 計2686162 的中 ��� 1927（374番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．0―12．7―12．7―12．2―12．3―12．6―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．0―42．7―55．4―1：07．6―1：19．9―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．6
1
3
12，11，13，2（1，9，10）6（4，8）－3－5，7
12，11，13，2（6，9）（1，8）（4，10）3（5，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウィッチクラフト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Lord Avie デビュー 2019．3．24 阪神6着

2016．3．6生 �5鹿 母 ウィッチフルシンキング 母母 Halloween Joy 14戦2勝 賞金 17，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ピクトルテソーロ号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和3年8月14日から令和3年8月
22日まで騎乗停止。（被害馬：4番）

※出走取消馬 メイショウヨシテル号（疾病〔左頚部フレグモーネ〕のため）
※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 ブロッコリー号



（3函館1）第9日 7月31日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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
9，940，000円
23，250，000円
1，450，000円
20，870，000円
65，415，000円
4，152，500円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
630，711，800円
915，320，400円
204，977，700円
1，078，280，200円
477，514，800円
970，927，900円
1，840，709，200円
2，175，464，000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 8，293，906，000円

総入場人員 1，071名 （有料入場人員 934名）
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