
16073 7月2日 曇 稍重 （4函館1） 第7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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：07．5

良
良

66 ミスヨコハマ 牝2黒鹿54 斎藤 新大野 富生氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 460± 01：11．1 2．3�
44 ブルジュドバイ 牝2青鹿54 武 豊野村 茂雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 クビ 1．8�
22 コスモレンブランサ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 浦河 小林 正仁 406＋ 21：12．37 11．1�
33 ク ニ 牝2鹿 54

52 △山田 敬士森 恭彦氏 小桧山 悟 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 414－ 61：12．4� 74．4�

55 スナークメモリー 牝2鹿 54
51 ▲小林 凌大杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 410－ 81：12．72 74．5�

11 シュガーベイビー 牝2鹿 54 菱田 裕二村木 慎吾氏 新谷 功一 日高 宝寄山 拓樹 436－ 61：13．97 10．5	
（6頭）

売 得 金
単勝： 36，393，100円 複勝： 29，051，400円 枠連： 発売なし
馬連： 25，087，100円 馬単： 24，699，800円 ワイド： 19，124，500円
3連複： 31，161，500円 3連単： 134，939，100円 計： 300，456，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 110円 �� 140円 �� 140円

3 連 複 ��� 180円 3 連 単 ��� 540円

票 数

単勝票数 計 363931 的中 � 129298（2番人気）
複勝票数 計 290514 的中 � 73979（2番人気）� 157561（1番人気）
馬連票数 計 250871 的中 �� 127545（1番人気）
馬単票数 計 246998 的中 �� 58706（2番人気）
ワイド票数 計 191245 的中 �� 79532（1番人気）�� 22806（3番人気）�� 25676（2番人気）
3連複票数 計 311615 的中 ��� 127589（1番人気）
3連単票数 計1349391 的中 ��� 179497（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．0―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．3―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．8
3 ・（1，6）－4（2，5）3 4 ・（1，6）4，2，5－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミスヨコハマ 

�
父 カレンブラックヒル 


�
母父 Blame デビュー 2022．6．19 函館2着

2020．2．20生 牝2黒鹿 母 ミ ス エ リ カ 母母 Le Relais 2戦1勝 賞金 8，000，000円

16074 7月2日 曇 重 （4函館1） 第7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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

11 タロファイター 牡3鹿 56 吉田 隼人髙岡 浩行氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B452－ 41：45．3 1．6�
814� ワンダフルヘヴン 牝3青鹿54 菱田 裕二�レッドマジック久保田貴士 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

B490± 01：45．4� 6．8�
34 ヤマニンクイッカー 牡3青鹿56 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 458＋ 6 〃 ハナ 7．6�
58 ホウオウベリテ 牡3鹿 56 横山 和生小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 450－ 41：46．35 5．0�
22 オフショアガール 牝3黒鹿54 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 432－ 41：46．93� 274．2	
69 ルージュブラゾン 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム B470＋ 41：47．0クビ 18．7

57 アテンハピネス 牡3青 56

53 ▲小林 凌大�マークス 伊藤 伸一 新ひだか 本桐牧場 530－141：47．1� 147．6�
45 テイエムシチーボー 牝3栗 54

52 △山田 敬士竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム
牧場株式会社 452－ 21：47．52� 289．4�

813� モズフェニックス 牝3鹿 54
53 ☆秋山 稔樹 �キャピタル・システム 森田 直行 米

W. S. Farish & Kil-
roy Thoroughbred
Partnership

484± 0 〃 ハナ 133．9
46 ナムラジュリア 牝3栗 54

52 △角田 大和奈村 睦弘氏 大根田裕之 新ひだか 野坂牧場 414＋ 41：47．6� 304．0�
33 クレバーテースト �3栗 56 �島 克駿 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 アイオイファーム 444＋ 21：48．55 28．9�
610 ケーリエール 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 青森 風ノ丘ファーム 492－ 81：48．81	 59．8�
712 ヘ ク ト ゴ ン 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか ゴールドアップカンパニー 418－ 21：49．01 224．5�
711� クラシカルオーサー 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人 �社台レースホース大和田 成 英 Shadai Farm B456－ 21：51．6大差 21．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，051，300円 複勝： 61，105，200円 枠連： 8，085，200円
馬連： 43，410，700円 馬単： 26，752，500円 ワイド： 42，551，800円
3連複： 68，189，200円 3連単： 102，393，800円 計： 389，539，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（1－8） 600円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 280円 �� 260円 �� 640円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，340円

票 数

単勝票数 計 370513 的中 � 176219（1番人気）
複勝票数 計 611052 的中 � 345870（1番人気）� 49007（3番人気）� 48562（4番人気）
枠連票数 計 80852 的中 （1－8） 10384（3番人気）
馬連票数 計 434107 的中 �� 55258（3番人気）
馬単票数 計 267525 的中 �� 26552（3番人気）
ワイド票数 計 425518 的中 �� 41139（3番人気）�� 45706（2番人気）�� 14686（8番人気）
3連複票数 計 681892 的中 ��� 57980（3番人気）
3連単票数 計1023938 的中 ��� 22175（6番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．6―12．4―12．5―12．2―12．8―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．4―41．8―54．3―1：06．5―1：19．3―1：32．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

タロファイター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2021．11．7 阪神9着

2019．3．31生 牡3鹿 母 タカヒロガートップ 母母 トップロンシャン 8戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 ホウオウベリテ号の騎手横山和生は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラシカルオーサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月2日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 モズフェニックス号・ナムラジュリア号・ヘクトゴン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月

2日まで平地競走に出走できない。

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



16075 7月2日 曇 稍重 （4函館1） 第7日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時55分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

611 クロニクルノヴァ 牡3黒鹿56 浜中 俊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：49．1 6．4�
22 キセキノエンジェル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 飛野牧場 452± 01：49．3� 9．2�
59 イ ル モ ン ド 牝3黒鹿54 横山 武史大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 杵臼牧場 472－ 2 〃 ハナ 2．4�
58 ジョーカーブラウン 牡3鹿 56 丹内 祐次プレミアムレースホース 松山 将樹 浦河 栄進牧場 518± 01：49．62 9．8�
814 ジャスティンエース 牡3黒鹿56 �島 克駿三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 462± 01：49．7� 13．3�
610 シ エ ル 牝3鹿 54 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 462＋101：49．8� 4．6	
35 ゴッドスイートビー 牝3鹿 54

52 △角田 大和中西 憲治氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 410＋ 21：50．01 75．9

23 ベアビリーブ 牝3青 54

51 ▲土田 真翔熊木 浩氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448± 01：50．31� 189．9�

713 ニューヴァージョン 牡3鹿 56 吉田 隼人髙嶋 祐子氏 坂口 智康 浦河 有限会社
吉田ファーム B502＋241：50．72� 63．2�

47 ユ リ シ ー ズ �3芦 56 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 454＋ 41：51．01� 11．7
46 ナ ー サ ッ ク 牡3鹿 56 池添 謙一谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 アタマ 25．9�
34 ビ ー イ ン グ 牡3鹿 56 黛 弘人�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 中橋 正 484－ 61：51．53 381．5�
712 フレンドオパール 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 410± 01：52．03 340．5�
11 テーオーノブレス 牝3栗 54 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 410＋ 41：52．21� 97．6�
815 フジシュウセツ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 510－ 61：53．79 233．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，293，200円 複勝： 54，613，600円 枠連： 9，794，100円
馬連： 45，533，100円 馬単： 19，855，500円 ワイド： 46，978，400円
3連複： 71，235，700円 3連単： 75，125，100円 計： 360，428，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 190円 � 120円 枠 連（2－6） 1，220円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 770円 �� 370円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 18，130円

票 数

単勝票数 計 372932 的中 � 46344（3番人気）
複勝票数 計 546136 的中 � 53952（5番人気）� 61913（4番人気）� 163007（1番人気）
枠連票数 計 97941 的中 （2－6） 6188（6番人気）
馬連票数 計 455331 的中 �� 11841（12番人気）
馬単票数 計 198555 的中 �� 2802（18番人気）
ワイド票数 計 469784 的中 �� 14385（11番人気）�� 33853（4番人気）�� 35450（3番人気）
3連複票数 計 712357 的中 ��� 26363（5番人気）
3連単票数 計 751251 的中 ��� 3003（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．0―48．1―1：00．2―1：12．3―1：24．5―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クロニクルノヴァ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2021．6．5 中京6着

2019．3．5生 牡3黒鹿 母 ウォークロニクル 母母 クロノロジスト 10戦1勝 賞金 10，570，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジシュウセツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月2日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ビーイング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月2日まで平地競走に出走できない。

16076 7月2日 曇 重 （4函館1） 第7日 第4競走 1，700�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

58 クオーレドーロ 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 438± 01：46．1 2．4�
813 レ デ ィ ベ ル 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂 �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 508＋12 〃 クビ 3．0�

22 コルティーナ 牝3黒鹿54 �島 克駿 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 492＋161：46．52� 19．9�
45 ジョブックフィオリ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 426－ 41：47．03 57．0�
711 シゲルハナミザケ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人森中 蕃氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 464－ 81：47．21� 12．4	
33 テーオーシャンス 牝3鹿 54 菱田 裕二小笹 公也氏 吉岡 辰弥 日高 ヤナガワ牧場 420± 0 〃 アタマ 29．6

34 レインボーエンゼル 牝3栗 54 横山 和生�イーデン産業 小野 次郎 新ひだか 静内杉下牧場 462± 01：47．3クビ 5．9�
69 ピッコロバンビーナ 牝3鹿 54 勝浦 正樹谷口 祐人氏 村田 一誠 新冠 守矢牧場 B436－ 61：47．4� 44．2�
46 オーラライト 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B442＋ 21：48．14 41．6
11 リンクスアイ 牝3栗 54 丸山 元気目谷 一幸氏 土田 稔 日高 山田 政宏 472＋ 41：48．63 153．2�
610 ボルダーズビーチ 牝3鹿 54

52 △角田 大和 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 446－ 21：48．81� 39．2�
712 クリノソプラノ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 478 ―1：49．22� 244．8�
814 ラ ウ レ ッ タ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 474－ 61：51．0大差 34．6�
57 ル ナ ソ ル 牝3鹿 54 岩田 康誠 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 （競走中止） 16．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，609，600円 複勝： 38，482，300円 枠連： 9，459，400円
馬連： 43，088，300円 馬単： 20，876，400円 ワイド： 46，115，700円
3連複： 69，343，400円 3連単： 82，292，300円 計： 343，267，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 420円 枠 連（5－8） 280円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 190円 �� 950円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 10，460円

票 数

単勝票数 計 336096 的中 � 108033（1番人気）
複勝票数 計 384823 的中 � 104763（1番人気）� 80154（2番人気）� 14244（7番人気）
枠連票数 計 94594 的中 （5－8） 26126（1番人気）
馬連票数 計 430883 的中 �� 104152（1番人気）
馬単票数 計 208764 的中 �� 23517（1番人気）
ワイド票数 計 461157 的中 �� 77134（1番人気）�� 10689（8番人気）�� 8360（16番人気）
3連複票数 計 693434 的中 ��� 17440（7番人気）
3連単票数 計 822923 的中 ��� 5699（19番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．7―42．2―55．1―1：07．7―1：20．5―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

クオーレドーロ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2022．1．30 東京6着

2019．5．27生 牝3鹿 母 ギャビーズゴールデンギャル 母母 Gabriellina Giof 6戦1勝 賞金 10，700，000円
〔競走中止〕 ルナソル号は，競走中に前進気勢を欠いたため決勝線手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ルナソル号は，競走中に前進気勢を欠き，決勝線手前で競走を中止したことについて平地調教再審査。
〔その他〕 レインボーエンゼル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 レインボーエンゼル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年8月2日まで出走できない。



16077 7月2日 曇 稍重 （4函館1） 第7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 ブトンドール 牝2鹿 54 �島 克駿合同会社雅苑興業 池添 学 安平 ノーザンファーム 486 ―1：11．1 9．2�
55 ア ネ モ ス 牝2鹿 54 池添 謙一 �ゴールドアップ・

カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 496 ―1：11．31� 2．8�
33 マルモリディライト 牝2芦 54 武 豊山下 繁美氏 石橋 守 浦河 村中牧場 448 ―1：11．72� 10．2�
11 ジャスティンカプリ 牡2鹿 54 横山 和生三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472 ―1：11．8� 2．7�
44 ソ ア ラ 牝2鹿 54 斎藤 新 �ローレルレーシング 高橋 康之 新冠 松木 加代 474 ―1：11．91 23．5�
77 アフロビート 牡2鹿 54 横山 武史山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 444 ―1：12．43 4．8	
22 ワキアプリンセス 牝2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真永井商事� 橋田 満 平取 稲原牧場 440 ―1：12．93 70．5

88 ゴレイジョウ 牝2鹿 54

52 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 鎌田 正嗣 456 ―1：13．43 83．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 43，860，900円 複勝： 30，872，700円 枠連： 発売なし
馬連： 38，878，100円 馬単： 23，646，300円 ワイド： 28，587，500円
3連複： 46，612，900円 3連単： 97，278，400円 計： 309，736，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 200円 � 120円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 340円 �� 840円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 13，340円

票 数

単勝票数 計 438609 的中 � 40074（4番人気）
複勝票数 計 308727 的中 � 31223（5番人気）� 92305（1番人気）� 35173（4番人気）
馬連票数 計 388781 的中 �� 27080（5番人気）
馬単票数 計 236463 的中 �� 5929（13番人気）
ワイド票数 計 285875 的中 �� 23097（4番人気）�� 7907（12番人気）�� 19326（5番人気）
3連複票数 計 466129 的中 ��� 19324（8番人気）
3連単票数 計 972784 的中 ��� 5284（54番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―12．0―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．1―47．1―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブトンドール �

父 ビッグアーサー �


母父 スウィフトカレント 初出走

2020．1．25生 牝2鹿 母 プリンセスロック 母母 ノーストバード 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16078 7月2日 曇 重 （4函館1） 第7日 第6競走 1，000�2歳新馬
発走12時45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
58．5
57．7

不良
重

44 ニシノシークレット 牡2青 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 村田 一誠 新ひだか 本桐牧場 472 ― 59．7 2．7�
22 ワタシダケドナニカ 牡2栗 54 丹内 祐次松田 整二氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 470 ―1：00．65 4．5�
55 フォルテース 牡2黒鹿54 菱田 裕二岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 442 ―1：00．91� 3．0�
66 ペイシャアップ 牝2鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 高橋フアーム 432 ―1：02．610 18．7�
77 ヘ ル ス ケ ア 牝2鹿 54

51 ▲土田 真翔福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 456 ― 〃 クビ 51．1�
11 ニシノシャイニング 牡2鹿 54 武 豊西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 村上 欽哉 446 ―1：04．310 4．7�
33 シャトンブリヤント 牝2栗 54

52 △山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 杵臼斉藤牧場 396 ―1：04．93� 92．6	
（7頭）

売 得 金
単勝： 34，635，400円 複勝： 21，602，500円 枠連： 発売なし
馬連： 28，579，800円 馬単： 18，483，300円 ワイド： 19，506，300円
3連複： 32，797，300円 3連単： 83，170，900円 計： 238，775，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 170円 �� 150円 �� 190円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 1，970円

票 数

単勝票数 計 346354 的中 � 103946（1番人気）
複勝票数 計 216025 的中 � 73442（1番人気）� 36738（3番人気）
馬連票数 計 285798 的中 �� 42627（2番人気）
馬単票数 計 184833 的中 �� 14491（3番人気）
ワイド票数 計 195063 的中 �� 28201（2番人気）�� 36726（1番人気）�� 22837（3番人気）
3連複票数 計 327973 的中 ��� 71969（1番人気）
3連単票数 計 831709 的中 ��� 30552（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
13．0―24．6―36．6―48．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノシークレット 

�
父 リーチザクラウン 


�
母父 サウスヴィグラス 初出走

2020．3．18生 牡2青 母 ニシノラピート 母母 ミスダイナクリス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ペイシャアップ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ペイシャアップ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャトンブリヤント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月2日まで平地競

走に出走できない。



16079 7月2日 曇 稍重 （4函館1） 第7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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 マイネルエニグマ 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 82：01．8 4．6�

11 ラニュイエトワール �3鹿 54 �島 克駿吉田 勝己氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 460＋ 22：02．22 48．9�
44 ファンタジア 牝3黒鹿52 横山 武史石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋20 〃 クビ 4．3�
33 エレフセリア 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 琉人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 444± 02：02．62� 11．9�

77 ブラックボイス 牡3黒鹿54 横山 和生 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 クビ 2．6�
22 デルマラッキーガイ 牡5黒鹿57 菱田 裕二浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 480－ 22：02．7� 31．4	
89 ルーパステソーロ 牡4芦 57 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 548＋ 62：03．55 4．1

88 フ ラ リ オ ナ 牝4青鹿55 松田 大作大冨 智弘氏 平田 修 千歳 社台ファーム 422－ 42：03．6� 51．7�
66 タイセイマーベル 牡4栗 57 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム B498＋ 42：03．7� 33．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 34，783，700円 複勝： 40，354，800円 枠連： 5，396，100円
馬連： 39，914，100円 馬単： 22，695，000円 ワイド： 39，028，100円
3連複： 60，878，200円 3連単： 102，040，500円 計： 345，090，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 750円 � 240円 枠 連（1－5） 8，820円

馬 連 �� 8，270円 馬 単 �� 11，560円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 560円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 11，120円 3 連 単 ��� 70，180円

票 数

単勝票数 計 347837 的中 � 59487（4番人気）
複勝票数 計 403548 的中 � 73758（2番人気）� 10857（8番人気）� 44566（4番人気）
枠連票数 計 53961 的中 （1－5） 474（23番人気）
馬連票数 計 399141 的中 �� 3740（23番人気）
馬単票数 計 226950 的中 �� 1472（34番人気）
ワイド票数 計 390281 的中 �� 4430（23番人気）�� 19058（6番人気）�� 5105（22番人気）
3連複票数 計 608782 的中 ��� 4105（36番人気）
3連単票数 計1020405 的中 ��� 1054（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．8―47．8―1：00．1―1：12．6―1：25．3―1：38．2―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルエニグマ 
�
父 グラスワンダー 

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．1．16 中京6着

2018．5．3生 牡4栗 母 マイネレーツェル 母母 ケイアイベール 14戦2勝 賞金 25，796，000円

16080 7月2日 曇 重 （4函館1） 第7日 第8競走 ��
��2，400�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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：32．6
2：28．6

良
不良

55 ヤマノマタカ 牡5鹿 57 丹内 祐次澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B486＋ 62：32．2レコード 5．6�
44 デ ィ サ イ ド 牡3芦 54 岩田 康誠前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B484＋ 62：33．810 21．9�
56 イーサンバーニング 牡3鹿 54

52 △角田 大和国本 勇氏 中野 栄治 浦河 山春牧場 496＋ 6 〃 ハナ 6．2�
11 マンオブカレッジ �4芦 57 横山 和生ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 530＋ 42：34．11	 5．5�
812
 ハ ナ キ リ 牡3芦 54 松田 大作大野 照旺氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Larry

D Williams 480＋162：34．2� 23．1�
67 オブジェダート 牡3栗 54 �島 克駿�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 486－ 2 〃 クビ 3．7	
811 ラ ピ ド ゥ ス 牝3鹿 52 吉田 隼人
ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 478± 02：34．3� 10．1�
68 エヴィダンシア 牡3鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B492± 02：34．51� 7．2�
79 タマモモンレーブ 牡3芦 54

51 ▲大久保友雅タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 502＋ 22：34．6クビ 165．4
33 ルージュジャドール 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 446＋ 62：34．81 16．1�
22  タ イ ガ 牡5黒鹿 57

53 ★古川 奈穂合同会社三度屋 堀内 岳志 新冠 オリエント牧場 498＋ 22：36．18 19．3�
710 サーティファイド 牡3鹿 54 菱田 裕二安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 B478＋ 22：38．7大差 52．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，198，000円 複勝： 44，812，200円 枠連： 9，030，400円
馬連： 43，994，000円 馬単： 19，152，400円 ワイド： 47，789，800円
3連複： 69，115，500円 3連単： 85，945，100円 計： 355，037，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 540円 � 190円 枠 連（4－5） 2，770円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 9，670円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 650円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 59，060円

票 数

単勝票数 計 351980 的中 � 49699（3番人気）
複勝票数 計 448122 的中 � 76176（2番人気）� 16508（9番人気）� 69258（3番人気）
枠連票数 計 90304 的中 （4－5） 2523（12番人気）
馬連票数 計 439940 的中 �� 6461（24番人気）
馬単票数 計 191524 的中 �� 1484（44番人気）
ワイド票数 計 477898 的中 �� 6666（24番人気）�� 19735（7番人気）�� 8312（20番人気）
3連複票数 計 691155 的中 ��� 6242（31番人気）
3連単票数 計 859451 的中 ��� 1055（241番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．2―12．5―12．5―13．1―13．6―12．4―12．5―12．9―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．2―36．4―48．9―1：01．4―1：14．5―1：28．1―1：40．5―1：53．0―2：05．9―2：18．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．7―3F39．2
1
�
2，8，12－（4，5）9，11（7，10）6，3，1
5－8－（2，12）（11，1）4，7，6－3－10，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤマノマタカ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．7．21 函館6着

2017．4．18生 牡5鹿 母 ダイワバーガンディ 母母 ダイワルージュ 26戦2勝 賞金 37，540，000円
〔発走状況〕 マンオブカレッジ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マンオブカレッジ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 サーティファイド号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 パトリオットラン号



16081 7月2日 曇 稍重 （4函館1） 第7日 第9競走 ��1，200�
お し ゃ ま ん べ

長 万 部 特 別
発走14時15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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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
1：06．8
1：06．0

良
良

814 ラ キ エ ー タ 牝3鹿 52 武 豊 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412＋ 21：09．7 29．2�

45 サトノレーヴ 牡3鹿 54 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 日高 白井牧場 534± 0 〃 アタマ 3．4�
46 エナジーグラン 牡3黒鹿54 �島 克駿 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 458± 01：10．01� 7．0�
34 ホウオウジュレップ 牝4芦 55 丹内 祐次小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 412－ 41：10．21 109．5�
712 プ ラ ソ ン 牝3鹿 52 藤岡 佑介市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B438± 01：10．31 12．6	
57 スウィートプロミス 牝3黒鹿52 池添 謙一 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 470＋181：10．4� 9．5

11 タガノスペルノヴァ 牡4青鹿57 横山 和生八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434＋ 61：10．61 20．7�
22 ショウナンナウシカ 牝3鹿 52 吉田 隼人国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 462－ 4 〃 アタマ 18．9�
58 タナキーボー 牡4黒鹿57 斎藤 新田中 俊彰氏 清水 久詞 日高 天羽 禮治 500－ 41：10．7� 42．8
69 スカイトレイル 牝3鹿 52 角田 大和小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B458－ 41：10．8クビ 28．6�
33 ナリタエール 牝4鹿 55 丸山 元気�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 408＋ 61：10．9� 82．4�
610	 ワールドクルーズ 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468＋ 2 〃 同着 260．8�
711 スクルトゥーラ 牝3鹿 52 横山 武史 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428± 01：11．11� 2．5�
813 グランチェイサー 
5黒鹿57 岩田 康誠落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 448－ 81：11．31 55．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，073，400円 複勝： 61，304，200円 枠連： 12，115，100円
馬連： 59，960，300円 馬単： 27，043，200円 ワイド： 62，957，900円
3連複： 94，909，600円 3連単： 115，890，800円 計： 483，254，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，920円 複 勝 � 610円 � 180円 � 210円 枠 連（4－8） 1，810円

馬 連 �� 5，670円 馬 単 �� 14，900円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 2，490円 �� 590円

3 連 複 ��� 10，240円 3 連 単 ��� 97，020円

票 数

単勝票数 計 490734 的中 � 13431（9番人気）
複勝票数 計 613042 的中 � 20329（9番人気）� 102041（2番人気）� 82976（3番人気）
枠連票数 計 121151 的中 （4－8） 5170（7番人気）
馬連票数 計 599603 的中 �� 8189（19番人気）
馬単票数 計 270432 的中 �� 1361（43番人気）
ワイド票数 計 629579 的中 �� 7979（23番人気）�� 6264（28番人気）�� 29443（5番人気）
3連複票数 計 949096 的中 ��� 6945（33番人気）
3連単票数 計1158908 的中 ��� 866（309番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．6―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―45．6―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ キ エ ー タ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．18 中京1着

2019．2．1生 牝3鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 5戦2勝 賞金 20，083，000円

16082 7月2日 曇 稍重 （4函館1） 第7日 第10競走 ��1，800�
と う や こ

洞 � 湖 特 別
発走14時50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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

77 クライミングリリー 牝4鹿 55 横山 武史 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 462－ 41：48．9 1．5�
78 オブデュモンド �4黒鹿57 武 豊多田 信尊氏 蛯名 正義 新冠 北星村田牧場 514＋ 61：49．11� 8．9�
33 ロッソモラーレ 牡5芦 57 黛 弘人 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 B470－ 21：49．31� 41．9�
44 ジャミールフエルテ �6鹿 57 松田 大作吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 アタマ 74．1�
11 アインゲーブング 牝4鹿 55 丹内 祐次 �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＋ 2 〃 ハナ 4．3	
810 デルマセイシ 牝4青鹿55 丸山 元気浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480＋121：49．51 16．9

89 プ レ ト リ ア �7鹿 57 秋山 稔樹多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 466－ 41：50．03 14．4�
55 ルヴェルソー 牝5黒鹿55 池添 謙一 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 456± 01：50．21� 24．7�
22 グレースオブナイル 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 448＋ 21：50．41� 30．5
66 � ブラックデビル �7鹿 57 小林 凌大岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 8 〃 クビ 44．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 49，603，800円 複勝： 74，174，700円 枠連： 11，008，200円
馬連： 57，970，500円 馬単： 35，101，000円 ワイド： 55，492，500円
3連複： 89，867，300円 3連単： 159，613，400円 計： 532，831，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 600円 枠 連（7－7） 740円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 360円 �� 950円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 5，790円 3 連 単 ��� 16，330円

票 数

単勝票数 計 496038 的中 � 257398（1番人気）
複勝票数 計 741747 的中 � 396640（1番人気）� 59599（4番人気）� 13702（9番人気）
枠連票数 計 110082 的中 （7－7） 11400（3番人気）
馬連票数 計 579705 的中 �� 53777（2番人気）
馬単票数 計 351010 的中 �� 23689（3番人気）
ワイド票数 計 554925 的中 �� 44484（3番人気）�� 14509（11番人気）�� 3370（33番人気）
3連複票数 計 898673 的中 ��� 11635（21番人気）
3連単票数 計1596134 的中 ��� 7086（50番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―12．3―12．3―12．1―12．3―12．3―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―36．1―48．4―1：00．5―1：12．8―1：25．1―1：36．9

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

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

勝馬の
紹 介

クライミングリリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2020．11．1 東京8着

2018．3．16生 牝4鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 7戦3勝 賞金 35，820，000円



16083 7月2日 曇 稍重 （4函館1） 第7日 第11競走 ��1，200�T V h 杯
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．7．3以降R4．6．26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

テレビ北海道賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：06．8
1：06．0

良
良

611� ヴィズサクセス 牡5鹿 55 岩田 康誠嶋田 賢氏 奥村 武 愛 Airlie Stud 478＋ 61：10．2 5．4�
59 イルクオーレ �4鹿 55 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 B498＋ 6 〃 クビ 4．1�
815 ショウナンバニラ 牝6鹿 53 丸山 元気�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 452± 0 〃 クビ 29．2�
510 ス ン リ 牝4鹿 52 �島 克駿白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B478± 0 〃 アタマ 7．9�
713� クリノアリエル 牝7青 52 武 豊栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B418－ 81：10．3	 29．2	
35 マ リ ー ナ 牝4青鹿53 藤岡 佑介三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 6 〃 ハナ 7．4

816� ショウナンアリアナ 牝6鹿 52 古川 吉洋国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 436－ 21：10．4	 139．9�
48 シュアーヴアリア 牝4黒鹿54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B480－ 2 〃 クビ 4．3�
36 � ミニオンペール 牝6鹿 51 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 478－ 2 〃 ハナ 28．8
12 フォイアーロート 牡4青鹿54 斎藤 新吉田 勝己氏 中村 直也 安平 ノーザンファーム 466± 01：10．71
 11．9�
23 ノクターンノーツ 牝5鹿 51 荻野 琢真飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 520± 01：11．22	 29．9�
47 カヌメラビーチ 牡6芦 55 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B472－ 61：11．3
 18．2�
24 ノアヴィグラス 牝4栗 51 秋山 稔樹佐山 公男氏 天間 昭一 浦河 酒井牧場 470－ 4 〃 クビ 68．0�
714� スーパーウーパー 牝4芦 52 浜中 俊�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 480＋ 4 〃 ハナ 100．9�
11 メイショウハナモリ 牡6黒鹿54 松田 大作松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 B518＋ 41：11．4	 203．6�
612 クルークヴァール 牡7鹿 53 池添 謙一林 正道氏 中村 直也 安平 ノーザンファーム B472－141：13．2大差 44．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，092，000円 複勝： 141，210，400円 枠連： 42，031，700円
馬連： 210，946，700円 馬単： 74，997，800円 ワイド： 179，102，600円
3連複： 366，116，700円 3連単： 379，803，000円 計： 1，486，300，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 200円 � 530円 枠 連（5－6） 900円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 660円 �� 2，260円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 14，900円 3 連 単 ��� 61，240円

票 数

単勝票数 計 920920 的中 � 134818（3番人気）
複勝票数 計1412104 的中 � 227822（2番人気）� 204160（3番人気）� 54696（9番人気）
枠連票数 計 420317 的中 （5－6） 36022（3番人気）
馬連票数 計2109467 的中 �� 106106（3番人気）
馬単票数 計 749978 的中 �� 19925（6番人気）
ワイド票数 計1791026 的中 �� 74247（4番人気）�� 19872（28番人気）�� 16862（34番人気）
3連複票数 計3661167 的中 ��� 18426（50番人気）
3連単票数 計3798030 的中 ��� 4496（193番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．4―12．2―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．7―45．9―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．5
3 4，12（1，14）－9（2，5，3，10）（8，11）（15，16）（7，13）6 4 4，14（1，9）12（2，5，10）（8，3，11）（15，16）13（7，6）

勝馬の
紹 介

�ヴィズサクセス �
�
父 Siyouni �

�
母父 Darshaan デビュー 2019．10．14 東京2着

2017．3．28生 牡5鹿 母 Viz 母母 For Example 13戦4勝 賞金 66，723，000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） 2頭 オレンジペコ号・ミスビアンカ号

16084 7月2日 曇 重 （4函館1） 第7日 第12競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走16時05分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

57 バ ル ム ン ク 牡3栗 54
51 ▲大久保友雅兼松 康太氏 池添 学 日高 アイズスタッド株式会社 510－ 21：44．6 5．6�

22 シャインフォール 牡3鹿 54
52 △角田 大和皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 474－ 81：45．45 24．1�

711 ヒデノレインボー 牡3鹿 54 岩田 康誠大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 中村 雅明 472＋ 4 〃 クビ 6．3�
812 ラブエスポー 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 21：45．5� 39．7�
11 ア ウ グ ス ト 牡3鹿 54 斎藤 新�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 506－ 61：45．6クビ 2．1�
813 カズラポニアン 牡3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 488＋ 81：45．91� 6．0	
69 オーマイオーマイ 牡5鹿 57 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 486＋ 81：46．0� 34．8

45 � ワンダーアマルフィ 牡5鹿 57 水口 優也山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 B486－ 41：46．21� 64．9�
710 トランセンドパスト 牡4鹿 57 丸山 元気簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 458－ 21：46．41� 45．9�
33 エコログロリアス 牡3鹿 54 横山 武史原村 正紀氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480± 01：46．5クビ 18．3
56 エルデスペラード 牡3青鹿54 �島 克駿 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 新冠 村上 進治 438＋ 81：47．13� 11．7�
44 アトラスエース 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新ひだか 桑嶋 峰雄 490－ 21：47．31� 306．6�
68 パトリオットラン 牡3鹿 54 菱田 裕二岡村 善行氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 進治 516＋ 21：47．4� 71．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 84，024，200円 複勝： 103，952，300円 枠連： 20，968，700円
馬連： 110，823，100円 馬単： 52，907，800円 ワイド： 111，427，300円
3連複： 190，726，100円 3連単： 234，693，500円 計： 909，523，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 490円 � 240円 枠 連（2－5） 4，040円

馬 連 �� 5，820円 馬 単 �� 10，920円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 700円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 10，390円 3 連 単 ��� 69，280円

票 数

単勝票数 計 840242 的中 � 119043（2番人気）
複勝票数 計1039523 的中 � 126819（3番人気）� 47226（7番人気）� 122314（4番人気）
枠連票数 計 209687 的中 （2－5） 4019（15番人気）
馬連票数 計1108231 的中 �� 14742（19番人気）
馬単票数 計 529078 的中 �� 3631（36番人気）
ワイド票数 計1114273 的中 �� 14850（24番人気）�� 43154（7番人気）�� 14535（25番人気）
3連複票数 計1907261 的中 ��� 13755（40番人気）
3連単票数 計2346935 的中 ��� 2456（238番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．4―42．1―54．8―1：07．0―1：19．7―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ル ム ン ク �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．10．2 中京2着

2019．3．29生 牡3栗 母 グロッタアズーラ 母母 サダムブルーアイズ 9戦2勝 賞金 18，700，000円
〔制裁〕 ヒデノレインボー号の騎手岩田康誠は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番・8番・2番）
※パトリオットラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（4函館1）第7日 7月2日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 138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

194，530，000円
3，020，000円
26，400，000円
1，280，000円
21，800，000円
61，798，000円
3，795，000円
1，324，800円

勝馬投票券売得金
567，618，600円
701，536，300円
127，888，900円
748，185，800円
366，211，000円
698，662，400円
1，190，953，400円
1，653，185，900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 6，054，242，300円

総入場人員 3，640名 （有料入場人員 3，446名）
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