
１８０６１ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０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

５７．７
５７．１

重

稍重

６７ トーセンキャッスル 牝３鹿 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム B４５６－ ４１：００．２ ４．５�

７９ ラブシェーマ 牝３栗 ５４ 芹沢 純一増田 陽一氏 須貝 彦三 むかわ 市川牧場 ４４４± ０１：００．８３� １３．９�
４４ キョウエイバリュー �３鹿 ５６ 木幡 初広田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 出羽牧場 ４４８± ０１：０１．０１� １２．９�
５５ ア イ キ ャ ン 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真河村 �平氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 ４１８＋ ２１：０１．１� １４６．５�
６８ リネンダイドウ 牡３栗 ５６ 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ４４４＋ ４ 〃 ハナ ３４．７�
５６ ケイアイアシュラ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田 三千雄 ４８４＋ ２ 〃 クビ ４．１	
７１０ ジャングルジャガー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介ロイヤルファーム
 大竹 正博 日高 エンドレス

ファーム ４８０＋ ２１：０１．２� ４．２�
２２ チェリッシュ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一伊東 純一氏 牧 光二 日高 ヤナガワ牧場 B４６２＋ ４１：０１．３クビ １４６．８�
３３ スズカハイライト 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４４２－ ４ 〃 ハナ ３．３
８１１ ロングエンプレス 牝３青 ５４

５１ ▲西村 太一中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 小島牧場 ４００± ０１：０１．５１� ２５．０�
１１ ベルモントルーナ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気 
ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント
ファーム B５００－ ２１：０１．９２� ５４．１�

８１２ シルクフリューゲル 牡３青 ５６ 黛 弘人有限会社シルク大江原 哲 新冠 中本牧場 ４７４－１２１：０２．２２ ２００．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，９２９，７００円 複勝： １７，００３，７００円 枠連： ７，２６７，６００円

普通馬連： ２６，２９４，３００円 馬単： ２３，１０３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１，５９４，９００円

３連複： ４０，５４２，５００円 ３連単： ６７，３５４，７００円 計： ２０４，０９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � ３４０円 � ３４０円 枠 連（６－７） ６２０円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ３，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ８５０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ６，３９０円 ３ 連 単 ��� ３１，５５０円

票 数

単勝票数 計 １０９２９７ 的中 � １９３１０（４番人気）
複勝票数 計 １７００３７ 的中 � ３１４３８（２番人気）� １２０００（６番人気）� １２０４６（５番人気）
枠連票数 計 ７２６７６ 的中 （６－７） ８７９２（３番人気）
普通馬連票数 計 ２６２９４３ 的中 �� ８２５７（９番人気）
馬単票数 計 ２３１０３１ 的中 �� ４６４１（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１５９４９ 的中 �� ３５９１（９番人気）�� ３４１７（１０番人気）�� １９５４（１８番人気）
３連複票数 計 ４０５４２５ 的中 ��� ４６８６（２５番人気）
３連単票数 計 ６７３５４７ 的中 ��� １５７６（１２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．８―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．４―３５．２―４７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンキャッスル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．４ 札幌７着

２００７．４．１８生 牝３鹿 母 ラ フ ィ カ 母母 オーピーキャット １２戦１勝 賞金 １６，３００，０００円
〔制裁〕 リネンダイドウ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番への進路影

響）
※ジャングルジャガー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１８０６２ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

１：０８．４
１：０６．５

良

良

５８ プレタポルテ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４２４＋ ２１：１０．０ １．９�

４６ バシュペリーゴ 牡３黒鹿５６ 浜口 楠彦元屋地文明氏 中村 均 新ひだか 松田 三千雄 ４３６－ ６１：１０．２１� ３７．２�
（笠松）

６９ サマーヘレネ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人セゾンレースホース� 稲葉 隆一 新ひだか 佐藤 陽一 ４２２＋ ６１：１０．３� ６．０�
３３ マロンシュヴー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 碧雲牧場 B４５８＋ ２１：１０．５１� １００．２�
６１０ エンシェントエイジ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 庄野牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ １２．３�
４５ ノースアグネス 牝３黒鹿５４ 池添 謙一北村実地子氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４３６± ０１：１０．８２ １８．６	
３４ キョウワバーニング 牡３栗 ５６ 小林 徹弥�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B４４４－ ８ 〃 ハナ ３８．５

５７ ビ ー ラ イ ト 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆丸山 元気金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４７２± ０ 〃 アタマ ４．３�

８１４ ケイエスアイアイ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹キヨシサービス� 高橋 成忠 新ひだか 藤沢牧場 ４３４＋ ６１：１０．９クビ ７９．１�
２２ サトノコンテッサ 牝３栗 ５４ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム B４４４± ０ 〃 アタマ １９．４
７１２ ア リ エ ナ イ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介小田切有一氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４３６± ０ 〃 アタマ ５６．４�
８１３ スピリットワン 牡３青鹿５６ 丹内 祐次芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 金成吉田牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ９９．５�
１１ トウカイカレッジ �３栗 ５６ 吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 平取 二風谷ファーム ４２４＋ ４１：１１．１１� ２０４．３�
７１１ ペガサスガール 牝３栗 ５４ 古川 吉洋高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４３２＋ ６１：１１．４１	 ４０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，９７９，０００円 複勝： ２０，３４７，２００円 枠連： ９，９０２，５００円

普通馬連： ２８，７０８，３００円 馬単： ２５，７２２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７４７，２００円

３連複： ４３，４６２，１００円 ３連単： ７６，０６３，４００円 計： ２３２，９３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ７６０円 � １７０円 枠 連（４－５） ９６０円

普通馬連 �� ３，２２０円 馬 単 �� ４，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ２６０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ５，１７０円 ３ 連 単 ��� ２５，３１０円

票 数

単勝票数 計 １４９７９０ 的中 � ６３９８７（１番人気）
複勝票数 計 ２０３４７２ 的中 � ６６７８４（１番人気）� ４１１３（１０番人気）� ３１９４８（３番人気）
枠連票数 計 ９９０２５ 的中 （４－５） ７６２３（３番人気）
普通馬連票数 計 ２８７０８３ 的中 �� ６５９３（１０番人気）
馬単票数 計 ２５７２２３ 的中 �� ４２４１（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７４７２ 的中 �� ３０３０（１０番人気）�� １６００９（２番人気）�� １４４７（２３番人気）
３連複票数 計 ４３４６２１ 的中 ��� ６２１４（１４番人気）
３連単票数 計 ７６０６３４ 的中 ��� ２２１８（６８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．４―１１．７―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．３―４６．０―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレタポルテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００９．８．９ 新潟３着

２００７．２．２５生 牝３鹿 母 ティリオブストラッフォード 母母 Deviltante １０戦１勝 賞金 ２０，８５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１８０６３ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６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 １，０２５，０００
１，０２５，０００

円
円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．２
１：４１．７

不良

不良

７１０ スペシャルロード 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４７６－ ２１：４７．９ ５．９�

５６ フミノヤマビコ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４８２＋ ６１：４８．０� ７．５�
２２ トウカイノーマル 牡３青鹿５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５３０－ ２１：４８．２１� ５．４�
５５ ケンプトンパーク 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ５０４＋ ４ 〃 同着 ４．３�
３３ ボストンプラチナ 牡３青鹿５６ 木幡 初広ボストンホース� 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４４０± ０１：４８．３� １１．１�
１１ タカミツボード 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹高橋 光雄氏 高橋 裕 浦河 鮫川 啓一 ４７６＋ ２１：４８．６２ ４．０�
６８ トウケイトニー 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥木村 信彦氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 ４４６± ０１：５０．０９ １１３．１	
８１１ プルメリアチャーム 牝３芦 ５４ 芹沢 純一 
社台レースホース中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：５０．１� １０７．０�
８１２ スズカコネクション 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ５１６＋ ２１：５０．２� ３２．１�
６７ ネオペンドラゴン 牡３鹿 ５６

５５ ☆丸山 元気小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：５０．９４ ８．０

７９ ボーンスプレマシー �３黒鹿５６ 大野 拓弥
佐藤牧場 佐藤 吉勝 浦河 津島 優治 ４６６－ ８ 〃 クビ ７０．０�
（法６３４）

４４ フォークダンス 牡３鹿 ５６ 小野 次郎久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム B４８２± ０１：５１．０クビ １９３．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，７２８，２００円 複勝： ２２，０４８，０００円 枠連： ９，３９４，６００円

普通馬連： ３２，０８０，２００円 馬単： ２５，２０２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２７８，５００円

３連複： ４３，９６７，２００円 ３連単： ７１，２９０，５００円 計： ２３０，９８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 �
�

１３０円
１４０円 枠 連（５－７） ８５０円

普通馬連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 ��

��
４５０円
３８０円

��
��

４９０円
４６０円

３ 連 複 ���
���

２，４５０円
２，１３０円 ３ 連 単 ���

���
１６，３３０円
１６，６２０円

票 数

単勝票数 計 １２７２８２ 的中 � １７１５０（４番人気）
複勝票数 計 ２２０４８０ 的中 �

�
２４５３６
３３９４４

（５番人気）
（３番人気）

� ２５６２２（４番人気）� ３７４６６（２番人気）

枠連票数 計 ９３９４６ 的中 （５－７） ８１９５（４番人気）
普通馬連票数 計 ３２０８０２ 的中 �� ８４３５（１６番人気）
馬単票数 計 ２５２０２６ 的中 �� ７４９６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２７８５ 的中 ��

��
３３８３
４２６６
（１８番人気）
（１４番人気）

��
��

４７８０
４６６３
（１２番人気）
（１３番人気）

�� ５８４８（９番人気）

３連複票数 計 ４３９６７２ 的中 ��� ６６１０（２４番人気）��� ７６３８（２０番人気）
３連単票数 計 ７１２９０５ 的中 ��� １６１１（１５１番人気） ��� １５８３（１５２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．６―１２．１―１２．７―１３．４―１３．２―１２．５―１２．３―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．５―３０．６―４３．３―５６．７―１：０９．９―１：２２．４―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．０
１
３
４，５－（１，３）（１２，１０）２，６－（９，８，７）１１・（４，５）（１０，１２，６）（１，３，７）２－９，８，１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スペシャルロード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１０．１．３１ 京都６着

２００７．４．７生 牡３黒鹿 母 ベラミロード 母母 ベラミスキー ７戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※プルメリアチャーム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１８０６４ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６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

８１０ タイセイファントム 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４１２ ―１：１１．０ １．６�

７８ スズカホープ 牡２鹿 ５４ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７８ ― 〃 ハナ ６．８�
２２ ビービーマキシマス 牡２黒鹿５４ 古川 吉洋�坂東牧場 土田 稔 新冠 中村農場 ４４２ ―１：１１．３２ １１．２�
６６ ショウナンアリビオ 牡２栗 ５４ 池添 謙一国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８４ ― 〃 クビ １１．０�
５５ クリスタルロック 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥�山際牧場 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ４０２ ―１：１１．７２� １０．０�
８９ テイエムシャトウ 牡２鹿 ５４ 小野 次郎竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４６６ ―１：１１．９１� １９．６�
１１ ボビーバローズ 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか 乾 皆雄 ４４６ ―１：１２．１１ ２７．６	
７７ ベニバナクラウン 牝２栗 ５４ 柴山 雄一ベニバナ組合 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 ４４２ ―１：１２．２� １６．８

４４ テイエムミライオー 牡２芦 ５４ 長谷川浩大竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 土居 忠吉 ４５２ ―１：１２．５１� ８０．２�
３３ ジャックボウイ 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二ディアレスト 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 ４２８ ―１：１２．７１� ２８．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，６２９，４００円 複勝： ２０，２５１，６００円 枠連： ７，６０８，２００円

普通馬連： ２７，０２１，９００円 馬単： ２４，９０５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，４０８，０００円

３連複： ３５，５４４，６００円 ３連単： ７３，５５１，０００円 計： ２１５，９２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（７－８） ２９０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２９０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 ��� ３，４１０円

票 数

単勝票数 計 １５６２９４ 的中 � ７９４５９（１番人気）
複勝票数 計 ２０２５１６ 的中 � ８０１５６（１番人気）� ２６８０９（２番人気）� ２１７９７（４番人気）
枠連票数 計 ７６０８２ 的中 （７－８） １９６５５（１番人気）
普通馬連票数 計 ２７０２１９ 的中 �� ３３５７２（１番人気）
馬単票数 計 ２４９０５８ 的中 �� ２３１８４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１４０８０ 的中 �� １３１７６（１番人気）�� ９９５５（２番人気）�� ３９３９（８番人気）
３連複票数 計 ３５５４４６ 的中 ��� ２０９２７（２番人気）
３連単票数 計 ７３５５１０ 的中 ��� １５９５９（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．５―１２．１―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．２―４７．３―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイファントム 
�
父 ファンタスティックライト 

�
母父 Boundary 初出走

２００８．４．３０生 牡２鹿 母 タイキシャレード 母母 Patently Clear １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



１８０６５ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

１：４６．０
１：４４．１

良

良

４８ デ コ ル テ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４５４＋１２１：５１．２ ２．７�

５９ スコアズビー 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４３０－ ４ 〃 クビ ８．４�
６１１ ツヨイキモチ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二宮城 寛也氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ２ 〃 アタマ ２．２�
１２ タキオンコウショウ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４５６－ ４１：５１．３クビ １０．１�
２４ エーシンアガペー 牝３青 ５４ 藤岡 佑介�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 ４５４ ―１：５１．７２� ５４．５�
８１５ ニシノマザーアース 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４６８± ０１：５１．９１� １５．６	
３６ デルマユリア 牝３青鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 安平 ノーザンファーム ４００± ０ 〃 ハナ ８１．３

４７ トライバルシン 牝３栗 ５４ 古川 吉洋伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久米 和夫 ４２８＋ ４１：５２．０� ５６．８�
７１３ オブザモーメント 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４４４＋ ２１：５２．２１� ８２．４�
６１２ ベルモントロザリオ 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ５０６ ―１：５２．４１� １８１．３
８１６ アクエリアスブルー 牝３黒鹿５４ 黛 弘人岡田 牧雄氏 尾関 知人 新ひだか 小倉 光博 B４１２－ ２１：５２．７２ ３８．４�
２３ アドマイヤジュノー 牝３黒鹿５４ 上村 洋行近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ８１：５２．９１� ３２．９�
５１０ ブロンデスハール 牝３栗 ５４ 小林 徹弥藤田 庸右氏 宮本 博 日高 藤本 直弘 ４８４± ０１：５３．１１ １５５．０�
７１４ ワンダーストーリリ 牝３黒鹿５４ 酒井 学山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４０６－ ２ 〃 クビ ２２９．６�
１１ ゼンノドンカスター 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎大迫久美子氏 伊藤 正徳 新冠 村上 欽哉 ４７０＋ ４１：５３．７３� １４４．３�
３５ ミスタースズカ 牡３鹿 ５６ 浜口 楠彦永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B４７２－ ４１：５４．０１� １２３．０�

（笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，７８０，４００円 複勝： １７，２９９，２００円 枠連： ９，８８０，７００円

普通馬連： ３１，７０７，１００円 馬単： ２３，２３２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７８２，６００円

３連複： ４２，０００，９００円 ３連単： ７４，６９１，２００円 計： ２２５，３７４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（４－５） ９００円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １６０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ４，３６０円

票 数

単勝票数 計 １３７８０４ 的中 � ４０９２１（２番人気）
複勝票数 計 １７２９９２ 的中 � ３８５６１（２番人気）� ２０８９１（３番人気）� ５４４２７（１番人気）
枠連票数 計 ９８８０７ 的中 （４－５） ８１８４（２番人気）
普通馬連票数 計 ３１７０７１ 的中 �� ２４９８６（２番人気）
馬単票数 計 ２３２３２４ 的中 �� １０５２５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７８２６ 的中 �� ７２０１（４番人気）�� ２６２６８（１番人気）�� ９３６５（２番人気）
３連複票数 計 ４２０００９ 的中 ��� ４４２５５（１番人気）
３連単票数 計 ７４６９１２ 的中 ��� １２６６８（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．６―３７．１―５０．０―１：０３．０―１：１５．５―１：２７．５―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７
１
３
８，７（２，５，１４）９（６，１６）１１（４，１２）１５－３（１０，１３）－１
８（７，１４）（２，１６）（５，９，１１）（６，４，１２）１５－３，１３，１，１０

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

勝馬の
紹 介

デ コ ル テ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１．１６ 京都４着

２００７．３．２２生 牝３黒鹿 母 タニノホロホロ 母母 タニノターゲット ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔発走状況〕 ゼンノドンカスター号は，枠入り不良。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１８０６６ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５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

７９ タマモハーバー 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４６４＋１２ ５９．２ ９．２�

６７ グロッキーバルボア 牡４鹿 ５７ 四位 洋文飯田 吉哉氏 南井 克巳 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ４ ５９．３� ４．６�
１１ ピサライコネン 牡３芦 ５４ 横山 典弘市川 義美氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム ４７４＋ ６ ５９．４クビ ６．１�
６８ ミ ク ル 牝３鹿 ５２

５１ ☆丸山 元気�ターフ・スポート矢野 英一 様似 小田 誠一 ４８４＋ ２ ５９．６１� ２．８�
２２ � バリバリセレブ 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一 �ゴールドレーシング 田島 俊明 門別 豊郷牧場 ４７６－ ６１：００．２３� ５５．４�
５６ エイシンクエスト 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介平井 豊光氏 野元 昭 新ひだか 藤原牧場 ５１４－ ４ 〃 アタマ ４．６	
５５ リネンピュア 牝４鹿 ５５ 武 英智戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４４２＋ ２１：００．３� ２６１．６

８１１� ベストフェット 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 B５００－ ２１：００．５１� ２５．３�
７１０ アフィリエイト 牡４栗 ５７ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム ５３２－ ６１：００．６クビ ９．０�
４４ � ヒノデドリーム 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介久野 正弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 塚尾牧場 ４４０＋ ４１：００．７� １０１．８
８１２� アルファトミー 牡６青鹿５７ 小林 徹弥�貴悦 嶋田 潤 三石 澤田 嘉隆 ４８０－ ２１：００．９１� ３１９．０�
３３ フ ク フ ク 牝４栗 ５５ 上村 洋行大澤 毅氏 中島 敏文 浦河 松田 憲一 B４４８－ ６１：０１．７５ １８３．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，２３１，７００円 複勝： ２０，６９６，８００円 枠連： １０，３７２，７００円

普通馬連： ３３，３６８，０００円 馬単： ２８，２０７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，０４０，３００円

３連複： ４３，８２５，２００円 ３連単： ８１，５５６，１００円 計： ２４７，２９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２７０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（６－７） ４６０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ３，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ８００円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ３，２００円 ３ 連 単 ��� １９，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６２３１７ 的中 � １３９１０（６番人気）
複勝票数 計 ２０６９６８ 的中 � １７７４８（６番人気）� ３６９０１（３番人気）� ２８１１７（４番人気）
枠連票数 計 １０３７２７ 的中 （６－７） １６６９６（２番人気）
普通馬連票数 計 ３３３６８０ 的中 �� １７０１４（８番人気）
馬単票数 計 ２８２０７４ 的中 �� ６１４９（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３０４０３ 的中 �� ５９７４（９番人気）�� ３８７０（１３番人気）�� ６４４９（６番人気）
３連複票数 計 ４３８２５２ 的中 ��� １０１１６（１３番人気）
３連単票数 計 ８１５５６１ 的中 ��� ３１６１（８５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．２―３４．７―４６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３６．０
３ ・（８，９）１０（２，７）１－１１（４，６）１２，５－３ ４ ８，９，１０（２，７）１－（６，１１）４（５，１２）－３

勝馬の
紹 介

タマモハーバー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．２．２８ 中山１着

２００６．３．１７生 牡４黒鹿 母 ハイドザキャンディ 母母 ハイドアンドシーク １３戦３勝 賞金 ２３，６４０，０００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 キングスウィープ号



１８０６７ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１０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
１：４１．７

不良

不良

８１２ ユメノキラメキ 牝３栗 ５２
５１ ☆丸山 元気諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４８４＋１６１：４６．５ ４．０�

５６ ファイブスター 牝５芦 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：４６．６� ４．８�
６８ トウカイレジーナ 牝３鹿 ５２ 古川 吉洋内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４４８＋ ６１：４７．０２� ９．０�
３３ ローザレーヌ 牝４青鹿５５ 藤岡 佑介西村 和夫氏 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４３８＋ ４１：４７．３２ １１．４�
５７ デルマプロティナ 牝３黒鹿５２ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４８０－ ６１：４７．７２� ３７．４�
６９ シ ー ブ ル ー 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人宮川 純造氏 中川 公成 新冠 的場牧場 ４９２＋ ６１：４７．８クビ １７．６�
７１０ タマモチャーム 牝３鹿 ５２ 柴山 雄一タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４７４＋１２１：４８．１１� ７７．７	
８１３ ラブソネット 牝３鹿 ５２ 長谷川浩大金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：４８．３１ ３３．１

１１ � スイートバイカル 牝５鹿 ５５ 四位 洋文シンボリ牧場 後藤 由之 門別 シンボリ牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ １３２．６�
４５ ヤマノローラ 牝４黒鹿５５ 池添 謙一山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 佐藤 信広 ４９２＋ ２１：４８．４� ２．３�
７１１ レオキュート 牝３黒鹿５２ 大野 拓弥�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４３４＋１５１：４８．８２� ９９．３
４４ ビバロングライフ 牝７鹿 ５５

５２ ▲西村 太一池住 安信氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４６０－ ４１：４８．９� １８１．０�
２２ ド ン ダ ケ ー 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹坂田 行夫氏 萱野 浩二 浦河 村下農場 B４５０－２６１：４９．０� １２３．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，１７８，３００円 複勝： ２０，８１３，３００円 枠連： １０，２１１，３００円

普通馬連： ３６，７３９，４００円 馬単： ２８，００２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２３４，４００円

３連複： ４７，６１８，４００円 ３連単： ８７，５５０，２００円 計： ２６０，３４８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（５－８） ７４０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ６７０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ３，１００円 ３ 連 単 ��� １０，６２０円

票 数

単勝票数 計 １５１７８３ 的中 � ３０５１８（２番人気）
複勝票数 計 ２０８１３３ 的中 � ２７９３２（３番人気）� ３８１４２（２番人気）� １８７１８（５番人気）
枠連票数 計 １０２１１３ 的中 （５－８） １０３２２（３番人気）
普通馬連票数 計 ３６７３９４ 的中 �� ２４３９３（４番人気）
馬単票数 計 ２８００２８ 的中 �� １１０７５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２３４４ 的中 �� ８１１９（５番人気）�� ５１５８（７番人気）�� ４７５１（８番人気）
３連複票数 計 ４７６１８４ 的中 ��� １１３５３（９番人気）
３連単票数 計 ８７５５０２ 的中 ��� ６０８５（２８番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．３―１２．１―１２．６―１２．９―１２．３―１２．４―１２．７―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―３０．２―４２．８―５５．７―１：０８．０―１：２０．４―１：３３．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ユメノキラメキ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００９．８．１５ 札幌１着

２００７．３．１２生 牝３栗 母 ツ ァ リ ー ヌ 母母 ランフォアロージス ６戦２勝 賞金 １９，９３０，０００円



１８０６８ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６日 第８競走 ��
��１，８００�

と う や こ

洞 爺 湖 特 別
発走１４時４５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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．０
１：４４．１

良

良

７１０ ラ ル ケ ッ ト 牝５青鹿５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４８６－１４１：４７．３ ７．０�

５５ マイネルエルフ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ５１６－ ２１：４７．４� ４．２�

５６ エイブルベガ 牡５鹿 ５７ 丸山 元気中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１４＋ ４１：４７．９３ １０．９�
６７ ダークエンジェル 牝５黒鹿５５ 古川 吉洋吉田 勝己氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４５０＋２２１：４８．３２� ３２．４�
８１１ ダイアナバローズ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 小笠 倫弘 三石 水上 習孝 ４６２± ０１：４８．７２� ５．６�
７９ レディービスティー 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介ビスティーズホース

ユニオン 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ８ 〃 クビ ５０．４	
２２ ニシノラブキング 牡４栗 ５７ 池添 謙一西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４８２－ ２１：４８．８クビ ７．１

３３ ディオメデス 牡３鹿 ５４ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム ５２０＋１０１：４８．９� ３．３�
４４ 	 ミウラジェット 牡６黒鹿５７ 武 英智佐藤 明氏 柄崎 孝 三石 久米 和夫 ４５４－ ４ 〃 ハナ ２９９．１�
６８ ソウルオブジャパン 牡６鹿 ５７ 竹之下智昭太田 美實氏 友道 康夫 静内 藤原牧場 ４８６± ０１：４９．４３ ４７．４
８１２ レプラコーン 牡５栗 ５７ 柴山 雄一 �社台レースホース大竹 正博 三石 片山 修 ４８４＋ ６１：４９．９３ ７７．３�
１１ リーガルアミューズ 牝５栗 ５５ 四位 洋文有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４８６＋ ４１：５０．７５ １３．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，９５９，３００円 複勝： ３１，８１８，３００円 枠連： １２，２７４，３００円

普通馬連： ５６，３２２，７００円 馬単： ３６，７０８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４６２，６００円

３連複： ６８，８３９，１００円 ３連単： １３０，７０４，６００円 計： ３７６，０８９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � ３００円 枠 連（５－７） ９３０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ３，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １，２００円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ４，８５０円 ３ 連 単 ��� ２６，９６０円

票 数

単勝票数 計 １９９５９３ 的中 � ２２７１４（４番人気）
複勝票数 計 ３１８１８３ 的中 � ４２３３４（４番人気）� ６４２０１（１番人気）� ２３７５３（６番人気）
枠連票数 計 １２２７４３ 的中 （５－７） ９７５３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５６３２２７ 的中 �� ２８４３０（６番人気）
馬単票数 計 ３６７０８６ 的中 �� ８８２４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４６２６ 的中 �� ８６１７（７番人気）�� ３８６０（１７番人気）�� ６３５１（１１番人気）
３連複票数 計 ６８８３９１ 的中 ��� １０４８０（２１番人気）
３連単票数 計１３０７０４６ 的中 ��� ３５７９（９７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１１．８―１２．２―１１．９―１１．６―１１．８―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３５．８―４８．０―５９．９―１：１１．５―１：２３．３―１：３４．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ル ケ ッ ト �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．２６ 新潟１着

２００５．３．５生 牝５青鹿 母 ア ズ サ ユ ミ 母母 ファーストクラス １５戦４勝 賞金 ５８，５２５，０００円



１８０６９ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６日 第９競走

サマースプリントシリーズ
��
��１，２００�第１７回函館スプリントステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５３�４歳以上５６�，
牝馬２�減，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳５３�４歳
以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�
増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０８．４
１：０６．５

良

良

１１ ワンカラット 牝４黒鹿５４ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５０８－ ２１：０８．２レコード ４．２�

７１３ ビービーガルダン 牡６青鹿５９ 安藤 勝己�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B５１０＋ ４１：０８．５２ ３．３�
３５ アポロフェニックス 牡５黒鹿５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４７８－ ８１：０８．６クビ １２．６�
８１４ キョウエイアシュラ 牡３鹿 ５３ 吉田 隼人田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４４６－ ８ 〃 アタマ ９．９�
３４ � アーバニティ 牡６黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９８－ ８１：０８．８１	 ４．７�
２３ ランチボックス 牡５鹿 ５６ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ５２２＋１０ 〃 ハナ ３７．８�
５８ ボストンオー 牡５芦 ５６ 大野 拓弥ボストンホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５００＋ ４１：０９．０１ ３１．３

２２ ケイアイアストン 牡５鹿 ５６ 的場 勇人 	啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４７６－ ６ 〃 クビ １３．６�
４６ 
 ダノンムロー �６黒鹿５６ 藤田 伸二	ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４６４＋ ６ 〃 ハナ ２３．９�
６１０ ピサノパテック 牡８栗 ５６ 古川 吉洋市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５０２＋ ４１：０９．３２ ３９．１
５９ メイショウトッパー 牡７黒鹿５６ 柴山 雄一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４９０＋ ４１：０９．６２ １７９．２�
７１２
� シンボリウエスト �１０黒鹿５６ 木幡 初広シンボリ牧場 鹿戸 雄一 米 Takahiro

Wada ５１４＋ ４ 〃 クビ １５６．０�
６１１ グランプリエンゼル 牝４栃栗５４ 四位 洋文北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 B４３８＋ ６１：１０．２３� ２８．８�
８１５ タニノマティーニ 牡１０鹿 ５７ 武 幸四郎谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ４８０－１０１：１０．３ ６０．４�
４７ � ラブミーチャン 牝３栗 ５１ 浜口 楠彦小林 祥晃氏 柳江 仁 新ひだか グランド牧場 ４７８－ ６１：１１．５７ １６．７�

（笠松） （笠松）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９９，１００，１００円 複勝： １２６，５５７，８００円 枠連： ８２，４４９，１００円

普通馬連： ５１３，５００，３００円 馬単： ２５９，７７１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １２８，３７１，６００円

３連複： ６３１，７９６，６００円 ３連単： １，１９０，８７４，３００円 計： ３，０３２，４２１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（１－７） ７８０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ７３０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� １３，２２０円

票 数

単勝票数 計 ９９１００１ 的中 � １８９５００（２番人気）
複勝票数 計１２６５５７８ 的中 � ２３４０７８（２番人気）� ２４９７２６（１番人気）� １０００５５（５番人気）
枠連票数 計 ８２４４９１ 的中 （１－７） ７８０９４（３番人気）
普通馬連票数 計５１３５００３ 的中 �� ４２１３２７（２番人気）
馬単票数 計２５９７７１４ 的中 �� １０８５８２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２８３７１６ 的中 �� ８６０５０（２番人気）�� ４２６３７（５番人気）�� ３３５１１（１０番人気）
３連複票数 計６３１７９６６ 的中 ��� １５２５６１（５番人気）
３連単票数 計１１９０８７４３ 的中 ��� ６６４９３（１６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１０．９―１１．６―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．２―３３．１―４４．７―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．１
３ ２，１１，７，１２（１，５，１３）（３，４，１４）（８，１５）６，９，１０ ４ ２，１１（１，１２，１３）（７，３，５，１４）４（６，８）１５（９，１０）

勝馬の
紹 介

ワンカラット �
�
父 Falbrav �

�
母父 Pistolet Bleu デビュー ２００８．８．１０ 小倉１着

２００６．４．３生 牝４黒鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka １７戦３勝 賞金 １６１，３０３，０００円
〔制裁〕 ビービーガルダン号の騎手安藤勝己は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
※出走取消馬 ヘッドライナー号（疾病〔右肩跛行〕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 フライングアップル号・ホッカイカンティ号・メジロシリング号・レッドアゲート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１８０７０ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６日 第１０競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００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
１：４１．７

不良

不良

６９ テルミーホワイ 牡３鹿 ５４ 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４８０－ ４１：４６．７ ３．５�

７１１ アイソトープ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：４７．０２ ４．０�
６８ マイネルアベニール 牡５栗 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５００－ ４１：４７．１クビ １２．６�
４５ � エスジーストリーム 牡５青鹿 ５７

５４ ▲西村 太一窪田 滋氏 藤岡 範士 米
Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

４８６＋ ２１：４７．３１� ４２．３�
８１２ ラヴィンライフ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０± ０ 〃 アタマ ３．５�
４４ � アポロヴァンドーム 牡３芦 ５４ 古川 吉洋アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Hopewell In-

vestments LLC ５０６± ０１：４７．８３ ６．９	
５７ フルボディー 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 桜井牧場 B４７８± ０１：４８．１１	 １０．９

２２ ホープダイナスティ 牝３栗 ５２ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：４８．４２ ３７．９�
１１ � カポデテュティカピ 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介�大樹ファーム 国枝 栄 米 WinStar

Farm, LLC ５２４＋ ８１：４８．６１
 １３３．０�
７１０ メイショウクレモナ 牡３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４４０－ ８１：４９．５５ ３９．１�
８１３ コパノシンオー 牡５鹿 ５７ 浜口 楠彦小林 祥晃氏 武藤 善則 静内 谷岡牧場 ４４６－ ８１：４９．６
 １３４．６�

（笠松）

３３ シルクトマホーク 牡４栗 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム ４４６＋１２１：４９．９１	 １６０．２�
５６ カネスフォルテ 牡３鹿 ５４ 小野 次郎杉澤 光雄氏 伊藤 大士 日高 坂 牧場 B４６４－ ６ 〃 ハナ ５８．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，０５５，６００円 複勝： ３２，８０６，８００円 枠連： １８，６８６，９００円

普通馬連： ７２，３５３，１００円 馬単： ４８，８０８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８３３，８００円

３連複： ９３，５７８，５００円 ３連単： １８２，４７６，３００円 計： ４９３，５９９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（６－７） ４５０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ６３０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，０５０円 ３ 連 単 ��� ７，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２１０５５６ 的中 � ４８５９８（１番人気）
複勝票数 計 ３２８０６８ 的中 � ５６８９６（３番人気）� ７６３９９（１番人気）� ２６７９１（６番人気）
枠連票数 計 １８６８６９ 的中 （６－７） ３１１４０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２３５３１ 的中 �� ８３３２３（３番人気）
馬単票数 計 ４８８０８６ 的中 �� ３４２５１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８３３８ 的中 �� ２０５１７（３番人気）�� ９０１１（１０番人気）�� ８０５０（１２番人気）
３連複票数 計 ９３５７８５ 的中 ��� ３３８０６（７番人気）
３連単票数 計１８２４７６３ 的中 ��� １６９９１（１６番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．６―１２．３―１２．９―１３．４―１３．６―１２．４―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．５―４１．８―５４．７―１：０８．１―１：２１．７―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．６
１
３
６－９－１１（４，８，１２）５（３，１０）（１，１３）７，２
６－９，１１，１２（４，８）１０（５，１３，７）（１，２）３

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

勝馬の
紹 介

テルミーホワイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 デ ュ ラ ブ デビュー ２０１０．２．７ 中京４着

２００７．５．２生 牡３鹿 母 マッキーエクセル 母母 エイシンキャピタル ８戦２勝 賞金 １６，０５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※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。
（非抽選馬） ２頭 トウカイキアーロ号・レオプラズマ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１８０７１ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６日 第１１競走 ��
��２，０００�

ごりょうかく

五稜郭ステークス
発走１６時４０分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２１．７．４以降２２．６．２７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

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２２ マイネルキーロフ 牡６青鹿５６ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 斉藤 安行 ５０６± ０２：０１．８ ６．２�

１１ アドマイヤアモーレ 牝５栗 ５２ 池添 謙一近藤 利一氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ ７．２�
３３ バルバレスコ 牡７鹿 ５０ 大野 拓弥北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７４－ ２２：０２．０１� ７３．８�
８９ シェーンヴァルト 牡４黒鹿５８．５ 丸山 元気 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４８６＋１０２：０２．１クビ ４．９�
４４ トーセンジョーダン 牡４鹿 ５８．５ 藤岡 佑介島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４９６＋２２２：０２．２� ３．３	
６６ ドリームトレジャー 牡５鹿 ５２ 丹内 祐次セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 ４７４± ０２：０２．４１� ３６．３

７８ ダイバーシティ 牡５鹿 ５６ 上村 洋行 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６２－ ４２：０２．６１� １１．８�
７７ ハギノプリンセス 牝７栗 ５１ 酒井 学安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８０＋１２２：０２．７� ２５．１�
８１０ クリスタルウイング 牡５鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８４± ０２：０３．０２ ５．８
５５ � アグネスエナジー 牡５黒鹿５６ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５００± ０２：０３．６３� ８．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２９，３８６，７００円 複勝： ４１，８２０，５００円 枠連： １８，５８４，２００円

普通馬連： ８２，１１０，６００円 馬単： ５５，７３６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５９２，８００円

３連複： １１０，２５５，４００円 ３連単： ２３３，６９３，３００円 計： ６０２，１８０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １９０円 � ２８０円 � １，４４０円 枠 連（１－２） １，７３０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ３，６６０円 �� ３，８４０円

３ 連 複 ��� １８，３３０円 ３ 連 単 ��� ９８，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２９３８６７ 的中 � ３７６５３（４番人気）
複勝票数 計 ４１８２０５ 的中 � ７１０６２（２番人気）� ４０９９６（６番人気）� ５９３１（１０番人気）
枠連票数 計 １８５８４２ 的中 （１－２） ７９６１（１０番人気）
普通馬連票数 計 ８２１１０６ 的中 �� ３７２０７（６番人気）
馬単票数 計 ５５７３６７ 的中 �� １１９６０（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５９２８ 的中 �� １４９９２（４番人気）�� １９７３（３６番人気）�� １８７６（３７番人気）
３連複票数 計１１０２５５４ 的中 ��� ４４４１（６２番人気）
３連単票数 計２３３６９３３ 的中 ��� １７５８（３２８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．８―１２．４―１３．０―１２．９―１２．３―１２．１―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．８―３５．６―４８．０―１：０１．０―１：１３．９―１：２６．２―１：３８．３―１：４９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルキーロフ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００６．８．２０ 小倉３着

２００４．３．２３生 牡６青鹿 母 ウメノダンサー 母母 ウメノアスコット １７戦５勝 賞金 ７５，５９５，０００円
※シェーンヴァルト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１８０７２ ７月４日 曇 良 （２２函館１）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１７時１０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

１：０８．４
１：０６．５

良

良

６９ � ヒシフラッシー 牡５栗 ５７
５６ ☆丸山 元気阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４８８＋ ２１：１０．０ ８．８�

８１２ マリエンベルク 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ５００－ ４１：１０．１� １１．１�

１１ メイショウバーモス 牡４青鹿５７ 池添 謙一松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ５１４－１０ 〃 ハナ ５．３�
６８ オールライトナウ 牡６芦 ５７ 木幡 初広平井 裕氏 本郷 一彦 三石 澤田 嘉隆 ５００＋ ２１：１０．２	 １９．９�
８１３ アイビーフォールド 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４４６－ ２ 〃 アタマ １１．８�
４５ ホッコーマスタング 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４４６＋ ６１：１０．３クビ ３．３	
５７ サ ア ド ウ ゾ 牝４栗 ５５ 浜口 楠彦小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 ４５２－ ２ 〃 アタマ ６２．２


（笠松）

７１１ シャンパンフルート 牝５芦 ５５ 長谷川浩大�下河辺牧場 藤沢 則雄 門別 下河辺牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ６４．０�
４４ ケイエスシンアカリ 牝３黒鹿５２ 芹沢 純一キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４９８－ ６１：１０．５１� ３５．６�
２２ クルンプホルツ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ２１：１０．６� １２．５
７１０ ウォンビーロング 牝３鹿 ５２ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４４６－ ２１：１０．８１
 ５．７�
５６ マチカネコロモガワ 牡４栗 ５７ 古川 吉洋吉田 千津氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 B４５０－１０１：１１．８６ １０．９�
３３ � エイブルアロー 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一中澤 隆氏 南田美知雄 三石 山際牧場 ４６２＋ ６１：１２．７５ ６９．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４２，４２６，９００円 複勝： ６２，０９３，０００円 枠連： ３６，０６６，７００円

普通馬連： １２６，８１１，０００円 馬単： ８４，８７７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，５９７，９００円

３連複： １７４，９２７，５００円 ３連単： ３７４，７１４，４００円 計： ９５２，５１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２７０円 � ２９０円 � ２１０円 枠 連（６－８） １，６３０円

普通馬連 �� ４，６７０円 馬 単 �� ９，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� １，０１０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ９，４００円 ３ 連 単 ��� ６６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ４２４２６９ 的中 � ３８３９７（４番人気）
複勝票数 計 ６２０９３０ 的中 � ６０８１７（４番人気）� ５４３７１（５番人気）� ８７２４１（２番人気）
枠連票数 計 ３６０６６７ 的中 （６－８） １６３９６（７番人気）
普通馬連票数 計１２６８１１０ 的中 �� ２００７６（２２番人気）
馬単票数 計 ８４８７７３ 的中 �� ６８９９（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０５９７９ 的中 �� ９１８０（１９番人気）�� １２４８７（１０番人気）�� １０４４７（１６番人気）
３連複票数 計１７４９２７５ 的中 ��� １３７３４（３７番人気）
３連単票数 計３７４７１４４ 的中 ��� ４１３１（２４０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．３―１１．８―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．９―４５．７―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒシフラッシー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 Woodman

２００５．３．１０生 牡５栗 母 ヒシショウコ 母母 Forladiesonly ２１戦２勝 賞金 ２６，０２５，０００円
地方デビュー ２００８．３．２８ 名古屋

〔調教再審査〕 エイブルアロー号は，馬場入場時に膠着したことについて平地調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２２函館１）第６日 ７月４日（日曜日） 曇 馬場 （芝A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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４６，１２０，０００円
６，３９０，０００円
１２，１８０，０００円
１，５２０，０００円
２４，４６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５３，３８９，０００円
４，２０７，０００円
１，５０４，８００円

勝馬投票券売得金
３１１，３８５，３００円
４３３，５５６，２００円
２３２，６９８，８００円
１，０６７，０１６，９００円
６６４，２７９，０００円
３４３，９４４，６００円
１，３７６，３５８，０００円
２，６４４，５２０，０００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 ７，０７３，７５８，８００円

総入場人員 １０，４９１名 （有料入場人員 ９，７５３名）




