
２１０３７ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．８
１：０７．８

良

良

４４ シシャモチャン 牝２栗 ５４ 小林 徹弥大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４４６＋ ２１：１０．８ ８．９�

７７ フレアリングローズ 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ４６４－１０１：１１．１２ ２１．３�
５５ トーセンモンローズ 牡２黒鹿５４ 池添 謙一島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか 増本牧場 ５００－ ２１：１１．３１ ４．８�
６６ コンゴウテンリュオ 牡２栗 ５４

５２ △三浦 皇成金岡 久夫氏 山内 研二 新ひだか 神垣 道弘 ４８４－ ２１：１１．５１� １１．５�
８９ ロラパルーザ 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４６６－ ８１：１１．８２ １．５�
２２ スプリンググレン 牝２栗 ５４ 大野 拓弥加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 ４３６＋ ２１：１１．９� ７５．９�
８８ ネ コ パ ン チ 牡２黒鹿５４ D．ホワイト 桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 ４５４－ ２１：１２．０クビ １８．９	

（香港）

１１ マキノワールド 牡２鹿 ５４ 古川 吉洋島宮 萬喜氏 土田 稔 静内 井高牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ ７８．７

３３ リトルデビル 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真泉 俊二氏 高橋 祥泰 えりも 上島牧場 ４２６－ ６１：１２．３２ ２５．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： １４，４０４，７００円 複勝： ２８，９１２，２００円 枠連： ７，８３４，３００円

普通馬連： ２８，２８４，５００円 馬単： ３５，１９２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１，４４１，４００円

３連複： ３６，３８０，７００円 ３連単： １０２，４２６，７００円 計： ２６４，８７６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ３３０円 � ６８０円 � ２６０円 枠 連（４－７） ５，３９０円

普通馬連 �� ４，８００円 馬 単 �� ９，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ５５０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ４，０３０円 ３ 連 単 ��� ３５，１６０円

票 数

単勝票数 計 １４４０４７ 的中 � １２８８１（３番人気）
複勝票数 計 ２８９１２２ 的中 � ２４１６３（３番人気）� ９９９７（５番人気）� ３２２１６（２番人気）
枠連票数 計 ７８３４３ 的中 （４－７） １０７３（１４番人気）
普通馬連票数 計 ２８２８４５ 的中 �� ４３４９（１５番人気）
馬単票数 計 ３５１９２１ 的中 �� ２７５９（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１４４１４ 的中 �� ２９６３（１０番人気）�� ５２８９（６番人気）�� ４９４９（７番人気）
３連複票数 計 ３６３８０７ 的中 ��� ６６７０（１４番人気）
３連単票数 計１０２４２６７ 的中 ��� ２１５０（１０５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．２―１１．６―１１．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．０―４５．６―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．８
３ ４，５，７（３，２，９）８，６－１ ４ ４，５－７，２（３，８，９）－６，１

勝馬の
紹 介

シシャモチャン �

父 サクラバクシンオー �


母父 ス キ ャ ン デビュー ２００８．７．１２ 函館４着

２００６．４．２６生 牝２栗 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 ロラパルーザ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ロラパルーザ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２１０３８ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

重

稍重

２２ ヤマサラグランジュ 牝３鹿 ５４
５１ ▲荻野 琢真佐藤 松雄氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４３８－ ４ ５９．６ １９３．８�

１１ ショウグンリーダー 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 川上牧場 ５２０± ０１：００．１３ ６．５�
８１１ ローレルウェンス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 B４６６－ ４１：００．９５ ６．７�
７９ ロードエスクード 牡３栗 ５６

５４ △三浦 皇成 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４３８－ ２ 〃 アタマ ２．０�
７１０ アドマイヤバクシン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９０ ―１：０１．１１� ４．５�

（アドマイヤフライト）

４４ スピードローレル 牝３栗 ５４
５１ ▲丸田 恭介福島 実氏 相沢 郁 門別 坂東ファーム ４６４＋ ４ 〃 ハナ ３９．８�

５６ アナザースター 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥山上 和良氏 菊川 正達 静内 畠山牧場 B４５４＋ ２１：０１．３１� １８．３	
６８ ボビーファインダー 牡３栗 ５６

５５ ☆北村 友一岡田 牧雄氏 栗田 博憲 三石 パラダイス・
ファーム ５００ ―１：０１．５１� ３９．９


５５ シャンディガフ 牝３青 ５４ 菊沢 隆徳星野 壽市氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２６－ ８１：０１．６� １４０．１�

８１２� セイウンブレイブ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎西山 茂行氏 浅見 秀一 愛 Nishiyama
Bokujyo ４６６－１２１：０１．７	 ８６．１�

３３ コアレスカポーテ 牡３鹿 ５６
５５ ☆的場 勇人小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 B４７０－ ２１：０２．４４ ４１．０

６７ フィールドブルック 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 静内 大滝 康晴 ４６２＋ ４ （競走中止） １６．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，０９０，８００円 複勝： ２１，２７１，３００円 枠連： １２，９２３，７００円

普通馬連： ３１，７２５，９００円 馬単： ３３，７１２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９６５，２００円

３連複： ４０，３３６，３００円 ３連単： ９５，４９９，０００円 計： ２６２，５２４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９，３８０円 複 勝 � ４，１１０円 � ２１０円 � ２１０円 枠 連（１－２） ３４，０７０円

普通馬連 �� ３２，８００円 馬 単 �� ９３，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，２３０円 �� ８，１７０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ６３，６１０円 ３ 連 単 ��� ７１９，１７０円

票 数

単勝票数 計 １４０９０８ 的中 � ５７３（１２番人気）
複勝票数 計 ２１２７１３ 的中 � １００８（１２番人気）� ３０７３０（２番人気）� ３００５２（３番人気）
枠連票数 計 １２９２３７ 的中 （１－２） ２８０（２６番人気）
普通馬連票数 計 ３１７２５９ 的中 �� ７１４（４１番人気）
馬単票数 計 ３３７１２０ 的中 �� ２６６（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９６５２ 的中 �� ３６７（４６番人気）�� ３７０（４５番人気）�� ７２６７（４番人気）
３連複票数 計 ４０３３６３ 的中 ��� ４６８（９３番人気）
３連単票数 計 ９５４９９０ 的中 ��� ９８（７２３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．９―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．３―３５．２―４７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマサラグランジュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．２．１６ 京都１４着

２００５．３．３０生 牝３鹿 母 キョウエイアン 母母 インターソリスト ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 フィールドブルック号は，競走中に疾病〔両前浅屈腱不全断裂〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※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 ダーティーマネー号



２１０３９ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．２
１：４１．８

不良

不良

６８ ポートスピード 牡３栗 ５６
５５ ☆北村 友一水戸眞知子氏 田中 章博 三石 前川 清彦 ４９６＋ ４１：４９．０ １０．２�

４５ サーンバラッド 牡３栗 ５６ 津村 明秀�下屋敷牧場 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ５００± ０１：４９．３２ ２３．５�
３３ ラクシュミーギャル 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥小谷津延弘氏 清水 出美 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ４８．３�
２２ シリコンフォレスト 牡３芦 ５６ D．ホワイト �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ８１：４９．６１� ２．６�

（香港）

７１０ メイショウロッシ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 北星村田牧場 ４６０＋ ８１：５０．１３ １．９�
７１１ メイショウカンスケ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８６± ０ 〃 ハナ ５７．１�
５７ スカイラプター 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥吉田 昭一氏 鈴木 勝美 浦河 木村牧場 ４７４＋ ４１：５０．４２ ９１．９	
１１ スーパーワンダー 牡３青鹿５６ 菊沢 隆徳保手浜弘規氏 阿部 新生 浦河 大柳ファーム ４８６－ ２１：５０．６１ １７８．７

８１２ ハルカノタカ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介河内 孝夫氏 藤岡 健一 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４８± ０１：５１．３４ ７０．７�
４４ アメリカンイーグル 牡３栗 ５６

５３ ▲荻野 琢真鈴木 照雄氏 天間 昭一 門別 北陽ファーム ４６２－ ６ 〃 アタマ ３６．５�
５６ ローランブロウ 牡３黒鹿 ５６

５４ △三浦 皇成斉藤 敏博氏 河野 通文 浦河 三枝牧場 B５０２＋１０１：５１．５１ ２６．６
６９ センゴクカイドウ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲丸田 恭介�テンジン 佐藤 全弘 門別 法理牧場 B４９６＋ ２１：５２．２４ １４２．３�
８１３ ジョウノファイター 牡３栗 ５６ 武 英智小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４８０± ０１：５３．８１０ １７．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，６４７，９００円 複勝： ２５，２２４，５００円 枠連： １３，２９１，３００円

普通馬連： ３７，１２３，２００円 馬単： ３７，５２８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８７８，３００円

３連複： ４５，２９４，０００円 ３連単： １０５，２８２，１００円 計： ２９２，２６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３２０円 � ５３０円 � １，２４０円 枠 連（４－６） ５，０５０円

普通馬連 �� ７，８８０円 馬 単 �� １５，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６２０円 �� ２，８２０円 �� ３，８５０円

３ 連 複 ��� ２９，４６０円 ３ 連 単 ��� １７８，２１０円

票 数

単勝票数 計 １３６４７９ 的中 � １０５６６（３番人気）
複勝票数 計 ２５２２４５ 的中 � ２２９２５（３番人気）� １２６０１（４番人気）� ４８６９（８番人気）
枠連票数 計 １３２９１３ 的中 （４－６） １９４５（１２番人気）
普通馬連票数 計 ３７１２３２ 的中 �� ３４７７（１８番人気）
馬単票数 計 ３７５２８４ 的中 �� １７６７（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８７８３ 的中 �� ２２９９（１５番人気）�� １２９６（２４番人気）�� ９４２（２９番人気）
３連複票数 計 ４５２９４０ 的中 ��� １１３５（６８番人気）
３連単票数 計１０５２８２１ 的中 ��� ４３６（３３７番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．１―１２．０―１２．７―１２．８―１２．７―１２．８―１３．４―１４．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―３０．０―４２．７―５５．５―１：０８．２―１：２１．０―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ポートスピード �
�
父 カリズマティック �

�
母父 Bering デビュー ２００７．１１．２３ 京都８着

２００５．３．４生 牡３栗 母 エイシンベーリング 母母 デザートブルーム ７戦１勝 賞金 ８，０００，０００円
〔制裁〕 ポートスピード号の騎手北村友一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウカポネ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２１０４０ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・右）

新馬；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

１：０９．８
１：０７．８

良

良

６６ アローベアタキオン 牡２栗 ５４ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４８４ ―１：１１．０ ２．２�

５５ グランプリエンゼル 牝２栃栗５４ 安藤 勝己北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４４４ ―１：１１．１� ３．４�
４４ アイディンパワー 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４６０ ―１：１１．３１� ７．０�
２２ セブンシークィーン 牝２栗 ５４ 古川 吉洋吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４９８ ―１：１１．５１� １６．１�
７７ キンセイポラリス 牡２鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ４１６ ―１：１１．７１� ６２．５�
８９ セイウンウィスパー 牡２黒鹿 ５４

５２ △三浦 皇成西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 市川牧場 ４６２ ―１：１１．９１� ７．１�
３３ ジョウショーエビス 牡２鹿 ５４ 長谷川浩大熊田 義孝氏 北出 成人 新冠 村上 欽哉 ４２２ ―１：１２．４３ １１３．７�
８８ ラブユニバース 牝２栗 ５４ 秋山真一郎増田 陽一氏 須貝 彦三 新冠 武田 修一 ４０２ ―１：１２．５� １１．５	
１１ ゴールドミント 牝２黒鹿５４ 武 幸四郎
木村牧場 高橋 裕 新冠 大栄牧場 ４３４ ―１：１３．４５ ２２．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： １６，４６１，２００円 複勝： １７，３８３，４００円 枠連： １２，１５２，８００円

普通馬連： ３０，７２８，６００円 馬単： ４４，５４６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７３７，２００円

３連複： ３６，８８７，２００円 ３連単： １０１，６１７，３００円 計： ２７１，５１４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（５－６） ３４０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� １，８８０円

票 数

単勝票数 計 １６４６１２ 的中 � ６０６６０（１番人気）
複勝票数 計 １７３８３４ 的中 � ５７１９０（１番人気）� ３５４４４（２番人気）� ２３７９０（３番人気）
枠連票数 計 １２１５２８ 的中 （５－６） ２６５５０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３０７２８６ 的中 �� ７０７５９（１番人気）
馬単票数 計 ４４５４６３ 的中 �� ５７７８９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７３７２ 的中 �� ２３２６４（１番人気）�� ９９８４（２番人気）�� ６８７１（５番人気）
３連複票数 計 ３６８８７２ 的中 ��� ４３２８７（１番人気）
３連単票数 計１０１６１７３ 的中 ��� ４００９９（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．０―１２．１―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．２―４６．３―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アローベアタキオン �

父 アグネスタキオン �


母父 Woodman 初出走

２００６．４．２２生 牡２栗 母 アイレスバリーヒル 母母 Golden Oriole １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２１０４１ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時０５分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．０
１：４４．１

良

良

５７ ブラボーデイジー 牝３芦 ５４
５３ ☆北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５２０－ ４１：５０．４ ５．４�

３３ ダッシュアキチャン 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４２８＋ ２ 〃 クビ ７．９�
６１０ クリノモンブラン 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥栗本 博晴氏 荒川 義之 三石 加野牧場 ４４０± ０１：５０．７１� ２１．８�
４６ ネオベローナ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５６＋ ８ 〃 クビ １９．１�
８１３ デルマビーナス 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介浅沼 廣幸氏 作田 誠二 門別 ファニーヒルファーム ４４４＋ ４１：５１．３３� ４．０�
８１４ フロイラインローゼ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４２２＋ ２ 〃 ハナ ３．８�
２２ テイエムクロカミ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 藤原牧場 ４７０＋１０ 〃 ハナ ８．８	
７１１ オジジアンクリス 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎鳴戸 雄一氏 阿部 新生 浦河 馬道 隆 ４１４± ０１：５１．４� １８．８

５８ リ オ 牝３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 川上牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ １４．０�
１１ ブライティアマロン 牝３栗 ５４ 長谷川浩大小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４２４－ ２１：５１．５� ３１．１
６９ ミネルヴァアイ 牝３鹿 ５４ D．ホワイト 太田 美實氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４１４－ ８ 〃 ハナ ４４．７�

（香港）

３４ アラクネベガ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広�岡崎牧場 石毛 善彦 浦河 アイオイファーム ４２４＋ ２１：５１．６クビ １３２．０�
７１２ リノーンパーパス 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二村中 徳広氏 伊藤 伸一 三石 村上牧場 ４５０－ ２１：５２．６６ ５５．９�
４５ トロイメライ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文吉田 千津氏 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４８２ ―１：５９．２大差 ８０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，９３５，９００円 複勝： ２１，８８６，７００円 枠連： １７，９８５，１００円

普通馬連： ３８，０５２，４００円 馬単： ３２，１６８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４７７，０００円

３連複： ５２，０６７，３００円 ３連単： １０３，３０４，６００円 計： ２９５，８７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � ４８０円 枠 連（３－５） ９５０円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，２５０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� ８，９４０円 ３ 連 単 ��� ４２，７４０円

票 数

単勝票数 計 １４９３５９ 的中 � ２２１９５（３番人気）
複勝票数 計 ２１８８６７ 的中 � ３７３６２（２番人気）� ２９３３９（４番人気）� ９６３２（８番人気）
枠連票数 計 １７９８５１ 的中 （３－５） １４０６３（６番人気）
普通馬連票数 計 ３８０５２４ 的中 �� １５５２６（６番人気）
馬単票数 計 ３２１６８３ 的中 �� ６１７８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５４７７０ 的中 �� ５８５４（６番人気）�� ３０２４（１６番人気）�� １８８１（２４番人気）
３連複票数 計 ５２０６７３ 的中 ��� ４３０１（３２番人気）
３連単票数 計１０３３０４６ 的中 ��� １７８４（１３１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．３―１１．９―１２．０―１２．５―１２．５―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．４―４８．３―１：００．３―１：１２．８―１：２５．３―１：３７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．６
１
３
７，８，１０（６，９，１４）（２，１１）（４，１３）（１，１２）－３＝５
７，１４（１０，８）（２，９，１１，１３）（６，３）－４，１，１２＝５

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

勝馬の
紹 介

ブラボーデイジー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１．１９ 京都３着

２００５．３．２８生 牝３芦 母 ブラボーサンライズ 母母 ヴィジットマン ８戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トロイメライ号は，平成２０年８月２７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２１０４２ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

１：４３．２
１：４１．８

不良

不良

２２ トーセントップラン 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介島川 �哉氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４７６－ ２１：４７．１ ３．１�

５７ オ コ リ ン ボ 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二小田切有一氏 谷 潔 門別 浦新牧場 ４０８＋ ２１：４７．２� ４．１�
７１１� イントゥザライト 牝３鹿 ５２

５０ △三浦 皇成前田 幸治氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６± ０１：４７．５２ ９．８�
４５ ラインジュエル 牝４芦 ５５ 松田 大作大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 塚田 達明 ４４８－ ４１：４７．６クビ ３５．４�
５６ ポートムテキ 牝４青鹿５５ 古川 吉洋水戸眞知子氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４９２＋ ６１：４７．７� ８．８�
１１ � ベルテッセン 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大河野和香子氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４３２± ０ 〃 クビ １１８．６�
８１３ ワイルドアフリカ 牝３鹿 ５２ 四位 洋文吉田 和美氏 庄野 靖志 様似 富田 恭司 ４４４＋ ６１：４７．８� ３．０	
６９ マルサンサイレンス 牝３青 ５２

４９ ▲丸田 恭介松井三千年氏 谷原 義明 様似 様似堀牧場 ４６０＋２０１：４８．６５ １２１．０

７１０� ボ ル ガ 牝４鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 B４７６± ０１：４８．８１� ２３７．５�
３３ � サチノオリーブ 牝４黒鹿５５ 菊沢 隆徳佐藤 幸彦氏 嶋田 潤 門別 信育成牧場 ４５０＋ ４１：４９．１１� １３９．６�
４４ ベルモントヤマユリ 牝３鹿 ５２

５１ ☆的場 勇人 ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ５６６＋１０１：４９．８４ ４３．２�

８１２ メイショウアルペン 牝４黒鹿５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 三嶋牧場 ４２６＋２２１：５０．２２� ２７．０�
６８ ミンナシアワセ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広神山 幸男氏 土田 稔 門別 北海牧場 ４８２－ ２１：５０．３� ５０．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，５２９，３００円 複勝： ２３，１３６，４００円 枠連： １４，０８６，４００円

普通馬連： ４６，９９５，５００円 馬単： ３９，５１９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７２７，３００円

３連複： ５５，１６４，０００円 ３連単： １３１，２８０，２００円 計： ３４５，４３８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ２５０円 枠 連（２－５） ３８０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ４２０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ５，０５０円

票 数

単勝票数 計 １８５２９３ 的中 � ４８１１５（２番人気）
複勝票数 計 ２３１３６４ 的中 � ５４９９５（１番人気）� ４５９９８（３番人気）� １８７９９（５番人気）
枠連票数 計 １４０８６４ 的中 （２－５） ２７８４６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６９９５５ 的中 �� ６３０４９（２番人気）
馬単票数 計 ３９５１９１ 的中 �� ２７５０９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７２７３ 的中 �� ２０１８５（２番人気）�� ９３６０（５番人気）�� ７０９９（７番人気）
３連複票数 計 ５５１６４０ 的中 ��� ２７８３１（５番人気）
３連単票数 計１３１２８０２ 的中 ��� １９２０１（９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．３―３０．１―４２．７―５５．２―１：０７．７―１：２０．５―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．４
１
３
１１（８，１０）６，１２（１，１３）－（７，９）（２，４）－５－３
１１（６，１０）（８，１３）５（１２，７）（１，２，４）９，３

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

勝馬の
紹 介

トーセントップラン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Saratoga Six デビュー ２００７．３．３ 阪神２着

２００４．３．１３生 牝４栗 母 リッジフィールド 母母 Twilight Ridge １５戦３勝 賞金 ３４，８５０，０００円



２１０４３ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第７競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時１５分 （ダート・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

５７．７
５７．１

重

稍重

６８ アンコールスター 牡３黒鹿５４ 安藤 勝己深澤 朝房氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４８８＋ ２ ５８．２ １．８�

８１１ メジロシーゴー 牝３栗 ５２
４９ ▲丸田 恭介メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４４２－ ２ ５８．８３� ６２．１�

３３ ドリームクラウン 牡３栗 ５４ 藤田 伸二セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１６＋１０ ５９．４３� ７．９�
２２ � アグネスカルミア 牝４黒鹿 ５５

５３ △三浦 皇成渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Fred M. Allor B４８０＋ ２ 〃 ハナ ５．６�
５５ ヤマカツシリウス 牡４鹿 ５７ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ５５４＋ ４１：００．３５ １７．７�
８１２ ホ ト ダ ー 牡６栗 ５７ 木幡 初広井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４８０－ ６ 〃 アタマ ４５．３�
６７ � テラノフォースワン 牡４鹿 ５７ 松田 大作寺田 寿男氏 昆 貢 米 Foxfield ５２８＋ ６１：００．４	 ９．３	
５６ 
 クールラスカル 牡４鹿 ５７ 郷原 洋司川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 酒井 清 ４５６－１０１：００．６１ ２２３．３

１１ クリップフェアリー 牝４栗 ５５ 津村 明秀�畠山牧場 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 ４２８－１０１：０１．０２� ４８．０�
７９ ケイアイアストン 牡３鹿 ５４ 長谷川浩大 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４７８＋ ８ 〃 アタマ １１１．９
４４ イーサンディーバ 牝３鹿 ５２ 横山 典弘国本 勇氏 天間 昭一 門別トヨサトアライファーム ４６６＋１０１：０１．５３ １５．３�
７１０� アクロスザスター �４栗 ５７ 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 米 Karla

Wolfson ５１６± ０ （競走中止） １０．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，３５７，０００円 複勝： ２８，２８６，２００円 枠連： １５，４３５，７００円

普通馬連： ５３，７３９，６００円 馬単： ５０，２６８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６４３，３００円

３連複： ６１，００７，２００円 ３連単： １５７，１５２，９００円 計： ４０６，８９０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １３０円 � １，０００円 � ２５０円 枠 連（６－８） ２，１６０円

普通馬連 �� ８，０５０円 馬 単 �� １０，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７６０円 �� ４４０円 �� ４，１１０円

３ 連 複 ��� １４，８３０円 ３ 連 単 ��� ８０，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２１３５７０ 的中 � ９５５４０（１番人気）
複勝票数 計 ２８２８６２ 的中 � ８９９１８（１番人気）� ４８０８（１０番人気）� ２６６７３（４番人気）
枠連票数 計 １５４３５７ 的中 （６－８） ５２９６（８番人気）
普通馬連票数 計 ５３７３９６ 的中 �� ４９３０（２５番人気）
馬単票数 計 ５０２６８８ 的中 �� ３５９７（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６４３３ 的中 �� １６６６（２６番人気）�� １２３３５（４番人気）�� １１０７（３５番人気）
３連複票数 計 ６１００７２ 的中 ��� ３０３８（４８番人気）
３連単票数 計１５７１５２９ 的中 ��� １４４３（２３７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．６―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．８―３４．４―４６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンコールスター �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー ２００８．６．２２ 函館９着

２００５．２．１０生 牡３黒鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope ３戦２勝 賞金 １２，４００，０００円
〔競走中止〕 アクロスザスター号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※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） ２頭 タキオンシチー号・ブンブンブン号
（非抽選馬） ２頭 アウレウス号・フォレストジャガー号



２１０４４ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第８競走 ��１，２００�
ぴ り か

美 利 河 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００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

１：０８．４
１：０６．５

良

良

２２ � ファインドロップ 牝４黒鹿５５ 菊沢 隆徳星野 壽市氏 高松 邦男 門別 白瀬 明 ４８６－ ２１：０９．６ ２５．６�

８１１ ディスパージョン 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４５６－ ６ 〃 ハナ ３．６�

４４ キングスベリー 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４３８＋ ６１：０９．７� ６．９�
７９ メジロアースラ 牝３青鹿５２ 長谷川浩大�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４８０＋ ４１：０９．９１ ３．０�
３３ センザイイチグウ 牡４栗 ５７ 秋山真一郎平岡 茂樹氏 谷原 義明 鵡川 平岡牧場 ４６２－１２１：１０．０� １８．８�
６８ バクシンミノル 牡３鹿 ５４ 四位 洋文吉岡 實氏 南井 克巳 新冠 須崎牧場 ４７６－ ８ 〃 クビ １２．１	
１１ � アイスカービング 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥下河
行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４５８＋ ６１：１０．１クビ ２５．２�
５６ アグネスムーン 牝３鹿 ５２ 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ４８０－ ６ 〃 クビ ９．７�
６７ � ソルヴィエント 牡４栗 ５７ D．ホワイト �キャロットファーム 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ６１：１０．２� ３３．４

（香港）

８１２ リーズレセプション 牡４黒鹿５７ 木幡 初広�佐藤牧場 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：１０．４１� ９．０�
（法６３４）

７１０ ケイエスバウアー 牝４栗 ５５ 小林 徹弥キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 藤沢牧場 ４８４± ０１：１０．５� ８２．２�
５５ タキオンシチー 牡５栗 ５７ 北村 友一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４７０＋ ２１：１０．７１� ３０．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，３３７，６００円 複勝： ２８，２４３，８００円 枠連： １７，８８３，３００円

普通馬連： ６１，４０９，１００円 馬単： ４９，０３４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７５８，５００円

３連複： ７１，０２２，６００円 ３連単： １６９，１３３，３００円 計： ４３６，８２３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５６０円 複 勝 � ７７０円 � １８０円 � ２８０円 枠 連（２－８） ４，２６０円

普通馬連 �� ５，５００円 馬 単 �� １５，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０００円 �� ２，１７０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １１，８２０円 ３ 連 単 ��� １０１，６５０円

票 数

単勝票数 計 １８３３７６ 的中 � ５６５７（９番人気）
複勝票数 計 ２８２４３８ 的中 � ７７０１（１１番人気）� ５０８１４（２番人気）� ２６２５２（４番人気）
枠連票数 計 １７８８３３ 的中 （２－８） ３１０１（１６番人気）
普通馬連票数 計 ６１４０９１ 的中 �� ８２５０（２２番人気）
馬単票数 計 ４９０３４９ 的中 �� ２４０１（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７５８５ 的中 �� ２６０９（２６番人気）�� ２３９９（２７番人気）�� ８５６６（６番人気）
３連複票数 計 ７１０２２６ 的中 ��� ４４３８（４２番人気）
３連単票数 計１６９１３３３ 的中 ��� １２２８（３２３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１１．５―１１．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．７―４５．２―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ファインドロップ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 イ ブ ン ベ イ （３戦１勝 賞金 ２１，０９８，０００円）

２００４．３．２５生 牝４黒鹿 母 スイートイブン 母母 スイートイベツト ６戦１勝 賞金 １０，８３６，０００円
地方デビュー ２００６．８．３０ 旭川

※タキオンシチー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２１０４５ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第９競走

サマー２０００シリーズ
��
��２，０００�第４４回農林水産省賞典 函館記念（ＪｐｎⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）
３歳以上，１９．７．２１以降２０．７．２０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

農林水産大臣賞・函館市長賞（１着）
賞 品

本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

３４ トーセンキャプテン 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２２：００．３ ６．９�

７１１ フィールドベアー 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９８± ０ 〃 ハナ ４．７�
２２ マンハッタンスカイ 牡４黒鹿５６ 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５３６＋ ４２：００．４� ５．３�
８１４ エリモハリアー �８鹿 ５７．５ 武 幸四郎山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４５０－１０ 〃 ハナ １２．３�
５７ マヤノライジン 牡７鹿 ５６ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８４－ ４２：００．６１ １２．３�
５８ ピサノパテック 牡６栗 ５５ D．ホワイト 市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ４９６－ ８ 〃 クビ ６．２	

（香港）

３３ タスカータソルテ 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 
社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５４± ０２：００．７クビ １３．９�
４６ ミストラルクルーズ 牡５鹿 ５４ 三浦 皇成 
サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４８６－ ４２：００．８� １４．７�
６９ メイショウレガーロ 牡４黒鹿５４ 小林 徹弥松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B４６０± ０ 〃 クビ １２．５
８１３ セ ン カ ク 牡６栗 ５４ 池添 謙一中村 政勝氏 池上 昌弘 青森 明成牧場 ４７６－ ２２：０１．２２� ４９．７�
７１２ コーナーストーン 牡４鹿 ５４ 津村 明秀セゾンレースホース� 国枝 栄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８± ０２：０１．３� ３７．４�
４５ コ ン ラ ッ ド 牡６青 ５５ 菊沢 隆徳 
サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B５０４－１２ 〃 アタマ ３８．７�
６１０ トウショウシロッコ 牡５黒鹿５５ 木幡 初広トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８８－ ２２：０１．４クビ ２３．１�
１１ ブレーヴハート 牡６黒鹿５４ 中谷 雄太吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２２± ０２：０１．７２ １８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２３，７５０，０００円 複勝： １７３，５８２，９００円 枠連： １４６，６９６，７００円

普通馬連： ９１９，２２８，６００円 馬単： ４８５，９３３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８８，５７１，１００円

３連複： ９４１，７３９，３００円 ３連単： ２，３０６，４４８，１００円 計： ５，２８５，９４９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２５０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（３－７） １，１２０円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ３，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ９６０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ３，０２０円 ３ 連 単 ��� １７，６２０円

票 数

単勝票数 計１２３７５００ 的中 � １４１４３１（４番人気）
複勝票数 計１７３５８２９ 的中 � １６４２０１（４番人気）� ３３５０９２（１番人気）� ２４１０２４（３番人気）
枠連票数 計１４６６９６７ 的中 （３－７） ９７１６３（５番人気）
普通馬連票数 計９１９２２８６ 的中 �� ３７１３７０（４番人気）
馬単票数 計４８５９３３２ 的中 �� ９０２５２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８８５７１１ 的中 �� ６３８１９（５番人気）�� ４６６３９（７番人気）�� １０７２０２（２番人気）
３連複票数 計９４１７３９３ 的中 ��� ２３０４６１（４番人気）
３連単票数 計２３０６４４８１ 的中 ��� ９６６０４（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．４―３４．８―４６．９―５９．０―１：１１．４―１：２３．４―１：３５．５―１：４７．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンキャプテン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１．１３ 京都１着

２００４．４．５生 牡４鹿 母 サンデーピクニック 母母 ア ト ー ル ８戦４勝 賞金 １１１，０５６，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２１０４６ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第１０競走 ��
��２，６００�

ま つ ま え

松 前 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

２：４０．４
２：３７．４

良

良

５６ ステップシチー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 浦河 北光牧場 ４７６－ ６２：４４．４ １．７�

３３ ハギノプリンセス 牝５栗 ５５ 安藤 勝己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８０＋ ２２：４４．９３ ４．２�
８１２ オーバーカムオール 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋河村 祥史氏 古賀 慎明 三石 飯岡牧場 B５１２± ０ 〃 クビ １７．２�
２２ ミスターシーザ 牡５芦 ５７ 秋山真一郎廣嶋 景子氏 中尾 秀正 門別 春木 昭雄 ４５２± ０２：４５．０クビ ２１．２�
１１ ビクトリーフラッグ 牡５栗 ５７ 松田 大作セゾンレースホース� 松元 茂樹 白老 白老ファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ ３４．０�
６８ シンボリモーガン �８鹿 ５７ 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 静内 シンボリ牧場 ４２０－ ４２：４５．４２� ３１．２�
５５ エプソムアルテマ 牡７鹿 ５７ 木幡 初広 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 静内 田原橋本牧場 ５００＋２０２：４５．６１� １２１．４	
７９ ウォータークルーズ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４６４＋ ２２：４５．８１	 ７８．８

７１０ ショウナンパレス 牡７栗 ５７ 大野 拓弥国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４７４－ ２２：４５．９� １３４．５�
６７ マイネルダイナモ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 金成吉田牧場 ４９８－ ６２：４６．０クビ ７．３�
４４ ヤクモアクティヴ 牡６鹿 ５７ 梶 晃啓山崎牧場 阿部 新生 八雲 山崎牧場 ４８０－ ８２：４６．３２ ２０８．６�
８１１
 コアレスストーム �５鹿 ５７ D．ホワイト 小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ５１２＋ ８２：４６．４クビ １０．６�
（香港）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，８５７，０００円 複勝： ４０，４４０，９００円 枠連： ２５，１５７，１００円

普通馬連： １０３，７０４，６００円 馬単： ８４，７４９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０５２，７００円

３連複： １１０，６３５，５００円 ３連単： ３３２，２８３，６００円 計： ７６１，８８０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（３－５） ３６０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ５１０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� ４，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３４８５７０ 的中 � １６２９３０（１番人気）
複勝票数 計 ４０４４０９ 的中 � １４７８４６（１番人気）� ７８１２２（２番人気）� ２３４７４（５番人気）
枠連票数 計 ２５１５７１ 的中 （３－５） ５２０７７（１番人気）
普通馬連票数 計１０３７０４６ 的中 �� ２３１１６０（１番人気）
馬単票数 計 ８４７４９２ 的中 �� １０９６９８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００５２７ 的中 �� ６３６００（１番人気）�� １２５２７（５番人気）�� ７１７９（１１番人気）
３連複票数 計１１０６３５５ 的中 ��� ５０５５１（３番人気）
３連単票数 計３３２２８３６ 的中 ��� ５３４７２（７番人気）

ハロンタイム １３．３―１３．０―１３．４―１３．４―１３．１―１３．０―１２．３―１２．１―１２．８―１１．９―１１．９―１２．１―１２．１

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�
１３．３―２６．３―３９．７―５３．１―１：０６．２―１：１９．２―１：３１．５―１：４３．６―１：５６．４―２：０８．３―２：２０．２―２：３２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４８．０―３F３６．１
１
�

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

勝馬の
紹 介

ステップシチー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００７．５．１９ 中京２着

２００４．４．１６生 牡４栗 母 ベストウーマン 母母 グレースウーマン １０戦４勝 賞金 ５６，０５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０５分に変更。
※ヤクモアクティヴ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２１０４７ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第１１競走 ��
��１，７００�

お し ま

渡 島 特 別
発走１６時４０分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．７．２１以降２０．７．２０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：４３．２
１：４１．８

不良

不良

８１３ ロリンザーユーザー 牡４鹿 ５７．５ 藤田 伸二ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B４９４＋ ２１：４６．２ ２．７�

８１２ ナムラハンター 牡３青鹿５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 松永 昌博 三石 平野牧場 ４８４± ０ 〃 クビ ８．９�
３３ ラ ン キ ン グ 牡５栗 ５４ 木幡 初広塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 今井 秀樹 ４８２＋ ２１：４６．５１� ３４．４�
２２ � ブルーレパード 牡５栗 ５３ 藤岡 佑介青木 基秀氏 小崎 憲 米 Green Hill Stud

International ４９２± ０ 〃 クビ ６０．６�
５６ ナムラハーン 牡３鹿 ５２ 武 英智奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９０＋１２１：４６．８１� ３９．７�
４５ ヘイアンルモンド 牡５鹿 ５６ 四位 洋文荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム B５１８－１０ 〃 ハナ １１．４�
４４ シルクレセプション 牡３栗 ５３ 長谷川浩大有限会社シルク中村 均 新冠 村上牧場 ５１４± ０１：４６．９� ２２．６	
６９ ブルーフェアプレー 牝５鹿 ５２ 古川 吉洋 
ブルーマネジメント武田 博 新冠 川上 悦夫 ５０２± ０ 〃 ハナ ２２．３�
７１１ シャドウストライプ 牡４栗 ５７．５ 安藤 勝己飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３８－ ４１：４７．１１ ２．７�
６８ アグネスラック 牝５芦 ５２ 三浦 皇成渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５００＋ ４１：４７．５２� ３６．４
７１０ エステヴァン 	６鹿 ５４ D．ホワイト �三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６０－ ４１：４７．８２ １３．５�

（香港）

１１ バリーバーン 牝７黒鹿５０ 大江原 圭飯田 吉哉氏 田所 秀孝 早来 ノーザンファーム ４２８－ ８１：４７．９クビ １３０．５�
５７ � ヒシアスペン 牝４栗 ５４ 池添 謙一阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Allen E. Paul-

son Living Trust ４９２－ ４１：４８．６４ １９．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３１，６２７，８００円 複勝： ４２，２２３，５００円 枠連： ２９，９９２，３００円

普通馬連： １２２，３５５，６００円 馬単： ７９，８８１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，１４６，０００円

３連複： １３６，７１５，８００円 ３連単： ３４８，３９５，１００円 計： ８２８，３３７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � ６４０円 枠 連（８－８） １，３７０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １，５７０円 �� ３，３７０円

３ 連 複 ��� １３，９７０円 ３ 連 単 ��� ５４，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３１６２７８ 的中 � ９２９９４（２番人気）
複勝票数 計 ４２２２３５ 的中 � １０４６４６（１番人気）� ３９２３９（４番人気）� １２７９３（９番人気）
枠連票数 計 ２９９９２３ 的中 （８－８） １６１９０（５番人気）
普通馬連票数 計１２２３５５６ 的中 �� ６７１８５（３番人気）
馬単票数 計 ７９８８１４ 的中 �� ２９０９５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７１４６０ 的中 �� １６９０５（３番人気）�� ５７２７（１５番人気）�� ２５８８（４０番人気）
３連複票数 計１３６７１５８ 的中 ��� ７２２７（４３番人気）
３連単票数 計３４８３９５１ 的中 ��� ４７４２（１４１番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．７―１１．６―１２．７―１２．９―１２．６―１２．６―１２．６―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．８―２９．４―４２．１―５５．０―１：０７．６―１：２０．２―１：３２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．６
１
３

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

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

ロリンザーユーザー �
�
父 Stravinsky �

�
母父 Royal Academy デビュー ２００６．１１．１８ 京都１５着

２００４．５．１２生 牡４鹿 母 ロージーズシスター 母母 I’s Right １７戦４勝 賞金 ５６，２５９，０００円
※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） ９頭 インスパイアリング号・エドノドリーム号・クロカンブッシュ号・トワイライトワルツ号・ナスケンウインド号・

マナーハウス号・マルノマンハッタン号・ヤクモアクティヴ号・ヤマビコ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２１０４８ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第１２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１７時１０分 （ダート・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

１：４３．２
１：４１．８

不良

不良

６８ ウグイスジョウ 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大加藤 信之氏 田所 秀孝 様似 �村 伸一 ４７４－ ４１：４６．５ ６．６�

７１１ グランプリヒーロー 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４６０± ０１：４６．６� ７．０�
５６ ケンメイオウ 牡４鹿 ５７ D．ホワイト 中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４１：４７．７７ ２５．１�

（香港）

７１０ トウショウツアラー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５００－ ４１：４７．９１� ５．４�

６９ ヤマノボンディール 牝３鹿 ５２
５１ ☆北村 友一山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 高瀬牧場 B４６２± ０１：４８．０クビ ３．３�

８１２ エドノエスポワール 牡４鹿 ５７ 菊沢 隆徳遠藤 喜松氏 高橋 義博 三石 沖田 忠幸 B４７６－ ４１：４８．４２� ５６．１�
３３ パワーコレクター 牡５鹿 ５７

５５ △三浦 皇成 	サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５１８＋１２ 〃 クビ １１．８

５７ ニシエイビュレット 牝３鹿 ５２

４９ ▲丸田 恭介西舘 榮氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４５８－ ２１：４８．５クビ ４．３�

８１３ フェスティヴマロン 牝４鹿 ５５ 池添 謙一臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４７６＋２４１：４８．８１� １９．０�
１１ シュンカジョウ 牝３鹿 ５２ 津村 明秀河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４６４± ０１：４９．４３� ９０．０
４５ ラッキーウェイ 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆的場 勇人佐藤 明氏 柄崎 孝 えりも 大和牧場 B５００－ ６１：４９．５クビ ８８．２�
２２ ノボディーヴォ 牡３栗 ５４ 大野 拓弥�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４９０＋ ７１：４９．９２� １０３．７�
４４ キーバイブル 牡３青 ５４ 松田 大作北前孔一郎氏 吉田 直弘 三石 山際セントラ

ルスタッド ４６４－ ４ 〃 ハナ ６１．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３７，７０１，０００円 複勝： ４９，０９１，１００円 枠連： ４０，５８０，８００円

普通馬連： １３５，１０６，１００円 馬単： １０３，４２７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，３５０，９００円

３連複： １５９，３６５，１００円 ３連単： ４７７，７８１，３００円 計： １，０４６，４０４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １８０円 � ３００円 � ７２０円 枠 連（６－７） ３２０円

普通馬連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ５，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� １，８６０円 �� ４，０１０円

３ 連 複 ��� ２３，５００円 ３ 連 単 ��� １３０，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３７７０１０ 的中 � ４５４４６（４番人気）
複勝票数 計 ４９０９１１ 的中 � ８９３８０（２番人気）� ４２３３５（５番人気）� １４５７８（８番人気）
枠連票数 計 ４０５８０８ 的中 （６－７） ９５８０９（１番人気）
普通馬連票数 計１３５１０６１ 的中 �� ３５０２０（１１番人気）
馬単票数 計１０３４２７８ 的中 �� １４１６４（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３３５０９ 的中 �� １１７４３（１１番人気）�� ５７２３（１８番人気）�� ２５９０（３３番人気）
３連複票数 計１５９３６５１ 的中 ��� ５００５（６２番人気）
３連単票数 計４７７７８１３ 的中 ��� ２６９９（３１５番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．４―１２．７―１３．２―１２．９―１２．５―１２．６―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．３―４２．０―５５．２―１：０８．１―１：２０．６―１：３３．２

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ウグイスジョウ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Be My Guest デビュー ２００５．１１．１９ 京都９着

２００３．４．９生 牝５鹿 母 ターフトレジャー 母母 ザ ナ ッ ク １６戦２勝 賞金 ２６，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２０函館２）第４日 ７月２７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １４６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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５１，９３０，０００円
８，５２０，０００円
１３，２３０，０００円
２，０７０，０００円
２７，６７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５３，２１１，０００円
４，０３４，０００円
１，４７４，６００円

勝馬投票券売得金
３５９，７００，２００円
４９９，６８２，９００円
３５４，０１９，５００円
１，６０８，４５３，７００円
１，０７５，９６１，５００円
４２３，７４８，９００円
１，７４６，６１５，０００円
４，４３０，６０４，２００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 １０，４９８，７８５，９００円

総入場人員 １２，１２３名 （有料入場人員 ）




