
２２０６９ ７月３１日 晴 良 （２３函館２）第６日 第９競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時１５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．０
１：０６．５

良

良

５５ � ミッドナイトクロス 牡４青鹿５７ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ５０２－ ８１：０９．４ １．５�

５６ セレスマジェスティ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 B４８０－ ４１：０９．６１� １２．７�
６７ ブルームーンピサ 牝４芦 ５５ 横山 典弘市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４８４＋ ４１：０９．８１	 ９．６�
６８ ヤマニンボンプアン 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４６２－ ２１：１０．０１	 ６．５�
１１ ハローバニヤン 牡３芦 ５４ 丸山 元気津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４５２＋ ４１：１０．１
 １８．９�
２２ � グレイホーク 牡６青鹿５７ 津村 明秀桐谷 茂氏 堀井 雅広 鵡川 宇南山牧場 ５０８－１０１：１０．２� ３６７．５	
４４ ソ ム ニ ア 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４２４－ ４１：１０．３� １５．８

８１２� エムアイボニータ 牝４栗 ５５ 松田 大作馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 ４６０＋ ４１：１０．５１� １４８．４�
３３ ノブヴィクトリー 牝３鹿 ５２

４９ ▲菅原 隆一前田 亘輝氏 小崎 憲 新ひだか 岡田スタツド ４１８± ０ 〃 ハナ １１３．３�
８１１� シンビオシス �４青鹿５７ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 ４６８＋１０１：１０．９２� １８７．６
７１０ メジロガストン 牡６青鹿５７ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４９２± ０１：１１．０
 １４．９�
７９ マルカファントム 牡３鹿 ５４ 長谷川浩大河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ４４０± ０１：１１．２１	 ４３．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，５９２，７００円 複勝： ７７，１５１，６００円 枠連： １２，０２１，８００円

馬連： ３９，４５８，４００円 馬単： ３８，４４９，８００円 ワイド： ２０，３７０，３００円

３連複： ６０，０３２，０００円 ３連単： １４０，５６８，５００円 計： ４０９，６４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � ２１０円 枠 連（５－５） ６４０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ２７０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� ３，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２１５９２７ 的中 � １１９１５８（１番人気）
複勝票数 計 ７７１５１６ 的中 � ５３４５３９（１番人気）� ３７７９２（４番人気）� ３８８６７（３番人気）
枠連票数 計 １２０２１８ 的中 （５－５） １３９０９（２番人気）
馬連票数 計 ３９４５８４ 的中 �� ４７２４１（２番人気）
馬単票数 計 ３８４４９８ 的中 �� ３７９３３（２番人気）
ワイド票数 計 ２０３７０３ 的中 �� １８５０１（３番人気）�� ２０２６７（２番人気）�� ６４０４（１０番人気）
３連複票数 計 ６００３２０ 的中 ��� ３９０５０（４番人気）
３連単票数 計１４０５６８５ 的中 ��� ３２２６１（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．０―１１．８―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３３．９―４５．７―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミッドナイトクロス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ニホンピロウイナー

２００７．３．８生 牡４青鹿 母 ミッドナイトボイス 母母 ディスクジョッキー ７戦２勝 賞金 ２６，０７７，０００円
初出走 JRA

２２０７０ ７月３１日 晴 良 （２３函館２）第６日 第１０競走 ��１，８００�か も め 島 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：４６．０
１：４４．１

良

良

３３ ギンザボナンザ 牝４青 ５５ 池添 謙一有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：５０．６ ３．４�

５８ ネヴァーフェイド 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２４＋ ２１：５０．８１� ３．６�

２２ レインボーダリア 牝４栗 ５５ 三浦 皇成田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６８＋ ２１：５１．１１� ４．１�
４５ クリスマスキャロル 牝４栗 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４２４＋ ２ 〃 クビ ２９．７�
６９ サクラシオン 牝３鹿 ５２ 岩田 康誠�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４８４－１２１：５１．２クビ ８．４�
４６ クラックシード 牝４黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８＋ ６１：５１．３� ７．３	
１１ マルラニビスティー 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４５４＋１２１：５１．４� ４４．８

７１２ メジロスプレンダー 牝５黒鹿５５ 丸山 元気岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６６－ ４ 〃 同着 １８．０�
５７ トウカイファミリー 牝５黒鹿５５ 川島 信二内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ ６１．４�
８１４ メジロマリアン 牝５芦 ５５ 丸田 恭介岩� 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８８＋ ２１：５１．５� １８８．８
６１０ ナムラボルテージ 牝４鹿 ５５ 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７８＋ ４１：５１．６� ４０．５�
７１１ ステラリード 牝４栗 ５５ 四位 洋文広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４４０＋ ４１：５１．７� ７６．９�
８１３ ローザレーヌ 牝５青鹿５５ 荻野 琢真西村 和夫氏 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４３８＋ ２ 〃 アタマ ２４１．２�
３４ イイデエース 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ １６７．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，３４５，７００円 複勝： ４３，８６３，５００円 枠連： １５，０１８，４００円

馬連： ８０，４７１，８００円 馬単： ４３，０６０，７００円 ワイド： ３０，１２５，６００円

３連複： ９１，６２４，０００円 ３連単： １６６，３７５，３００円 計： ４９６，８８５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（３－５） ７２０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２３０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ７００円 ３ 連 単 ��� ４，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２６３４５７ 的中 � ６１６３１（１番人気）
複勝票数 計 ４３８６３５ 的中 � ８５７３５（２番人気）� ８５５０１（３番人気）� １０３１９８（１番人気）
枠連票数 計 １５０１８４ 的中 （３－５） １６４８４（２番人気）
馬連票数 計 ８０４７１８ 的中 �� ７８５１０（３番人気）
馬単票数 計 ４３０６０７ 的中 �� ２０５６２（５番人気）
ワイド票数 計 ３０１２５６ 的中 �� ２８３９７（３番人気）�� ３６７２４（１番人気）�� ２９５７９（２番人気）
３連複票数 計 ９１６２４０ 的中 ��� ９７７５０（１番人気）
３連単票数 計１６６３７５３ 的中 ��� ２９３５１（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．６―３７．６―５０．５―１：０３．１―１：１５．３―１：２７．２―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．３
１
３
８，９，５（６，７）３（４，１０）（１，２，１２）１１（１３，１４）・（８，９）（５，７，１２）６（３，１０，２）４（１，１１）１４，１３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ギンザボナンザ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１０．１０ 東京３着

２００７．２．４生 牝４青 母 ア ル ウ ェ ン 母母 アドラーブル １４戦４勝 賞金 ６６，４０３，０００円
※ローザレーヌ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

対象レース


