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１９０２５ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走９時５５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

重

稍重

７１０ ハローエフェクト 牝３鹿 ５４ 池添 謙一三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４４８＋ ２１：００．１ １８．１�

１１ トーセンスタッフ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４３８＋ ２ 〃 クビ ２．０�
４４ ディアエスペランサ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介ディアレスト 田村 康仁 むかわ 新井牧場 ４６８－ ２１：００．４１� ７．７�
８１２ ミスモトヒメサン 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４４６＋ ２１：００．６１� ３２．１�
６７ マンボフェスタ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二�グランド牧場 田中 剛 新ひだか グランド牧場 ４１２－ ６１：００．７クビ ３１．７�
６８ ラルガヴィータ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成ディアレスト 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４４６＋ ４１：００．９１� ３．４	
３３ ミ ズ ー ラ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 阿部 新生 浦河 鮫川牧場 ４６２＋ ６ 〃 ハナ ９．７�
８１１ デルマラクシュミー 牝３青鹿５４ 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 日高 ファニーヒルファーム B４２８－ ８１：０１．１� １７．６�
７９ クリノハルチャンス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 日高大洋牧場 ４１０＋ ４ 〃 アタマ ９９．０
２２ マスターディライト 牝３芦 ５４

５１ ▲水口 優也岡田 隆寛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 B４１６＋ ２１：０１．４２ １４６．６�
５５ カネスラッゾ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹杉澤 光雄氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ４４６ ―１：０３．１大差 ５５．３�
５６ テイエムエメラルド 牝３栗 ５４ 小林 徹弥竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 浜本牧場 ４４６± ０１：０４．４８ １４１．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，３２２，７００円 複勝： ２０，６２０，６００円 枠連： ６，４０７，１００円

馬連： ２３，８７９，４００円 馬単： １９，６１１，４００円 ワイド： １２，７７０，０００円

３連複： ３９，３５５，１００円 ３連単： ６９，８６６，２００円 計： ２０２，８３２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８１０円 複 勝 � ４１０円 � １１０円 � ２５０円 枠 連（１－７） ２，０８０円

馬 連 �� １，９１０円 馬 単 �� ５，７２０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� １，６８０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ３，７９０円 ３ 連 単 ��� ３５，６４０円

票 数

単勝票数 計 １０３２２７ 的中 � ４５１３（６番人気）
複勝票数 計 ２０６２０６ 的中 � ７６８３（６番人気）� ９３３５２（１番人気）� １４９７６（４番人気）
枠連票数 計 ６４０７１ 的中 （１－７） ２２７４（８番人気）
馬連票数 計 ２３８７９４ 的中 �� ９２２７（７番人気）
馬単票数 計 １９６１１４ 的中 �� ２５３２（１９番人気）
ワイド票数 計 １２７７００ 的中 �� ４１６４（７番人気）�� １７４１（１６番人気）�� ８５１０（３番人気）
３連複票数 計 ３９３５５１ 的中 ��� ７６７１（１２番人気）
３連単票数 計 ６９８６６２ 的中 ��� １４４７（１０６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．９―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．９―３４．８―４７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３７．２
３ １，３，６－（２，８）１０（４，１２）－（１１，９）－７－５ ４ １，３－（２，４，６，８，１０）１２，１１（７，９）－５

勝馬の
紹 介

ハローエフェクト �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１０．７．３１ 小倉１０着

２００８．３．１１生 牝３鹿 母 ホーマンガール 母母 シ ゴ ネ ー ラ ６戦１勝 賞金 ５，３００，０００円
〔その他〕 テイエムエメラルド号は，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〕 テイエムエメラルド号は，平成２３年７月２５日まで出走できない。

１９０２６ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．２
１：４１．７

不良

不良

２２ ダブルイーグル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４７０＋１２１：４７．３ ６．１�

１１ スズカアクシオ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４２８± ０１：４７．９３� １８．６�
５６ ゲンパチボロン 牡３栗 ５６ 津村 明秀平野 武志氏 相沢 郁 新ひだか タガミファーム B４８２＋ ６ 〃 クビ ３．４�
３３ フォースワン 牡３青 ５６ 古川 吉洋小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム ４６８－ ２１：４８．２１� １１３．１�
６９ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ ３３．７�
７１０ オメガオンリーワン 牡３芦 ５６ 池添 謙一原 �子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５４０－ ４１：４８．７３ ２．６�
４４ ノアフィールド 牝３栗 ５４ 木幡 初広佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 塚田 達明 ４５６－ ４１：４８．８� １２０．３�
６８ エドノリージェント 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 日高 エンドレス
ファーム ４９４＋ ８１：４９．１１� ３２．８	

４５ アージュドール 牡３青 ５６ 吉田 隼人 
サンデーレーシング 高柳 瑞樹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４２６－ ２１：４９．２クビ ９．７�

８１３ チョウシアワセ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一丸山 隆雄氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 春雄 ４９４＋１０１：５０．７９ １９０．２�
７１１ アドマイヤアキーダ 牝３青鹿５４ 丸山 元気近藤 利一氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ２１：５０．８クビ ４５．１
５７ ゴールドハーベスト 牝３栗 ５４ 藤田 伸二関 駿也氏 白井 寿昭 日高 野口牧場 ４５４－ ６１：５１．０１� ８．９�
８１２ マイネルパラダイム 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ３８４－ ８１：５１．２１� ２８．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，０８５，３００円 複勝： １４，７６６，５００円 枠連： ６，２７８，５００円

馬連： １９，８３５，８００円 馬単： １５，１６３，５００円 ワイド： １０，１５０，１００円

３連複： ２９，８２３，５００円 ３連単： ４３，２９８，７００円 計： １４９，４０１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １７０円 � ３３０円 � １５０円 枠 連（１－２） ３，５６０円

馬 連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ４，２３０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ４６０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ４，０１０円 ３ 連 単 ��� ２５，４１０円

票 数

単勝票数 計 １００８５３ 的中 � １３１１１（３番人気）
複勝票数 計 １４７６６５ 的中 � ２５６２７（３番人気）� ８８７１（６番人気）� ３２６９６（１番人気）
枠連票数 計 ６２７８５ 的中 （１－２） １３０４（１４番人気）
馬連票数 計 １９８３５８ 的中 �� ５５９３（１０番人気）
馬単票数 計 １５１６３５ 的中 �� ２６４８（１６番人気）
ワイド票数 計 １０１５０１ 的中 �� ３３６４（８番人気）�� ５７９９（５番人気）�� ２１９１（１２番人気）
３連複票数 計 ２９８２３５ 的中 ��� ５４９３（１３番人気）
３連単票数 計 ４３２９８７ 的中 ��� １２５８（７８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．８―３１．１―４４．１―５６．９―１：０９．３―１：２１．８―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．０
１
３
６（１３，１０）９（３，４）２，１（５，１２）－７－８＝１１
６（１０，９）（４，２）－（３，１２）（５，１１）（１，７）－８，１３

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

勝馬の
紹 介

ダブルイーグル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１０．１０．３１ 京都１２着

２００８．４．２０生 牡３鹿 母 ダブルタイトル 母母 ネ オ ン ７戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔発走状況〕 アドマイヤアキーダ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ゲンパチボロン号の騎手津村明秀は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（４番・３番への進路影響）

第１回　函館競馬　第３日



１９０２７ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第３競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

重

稍重

７１０ ジョープラチネラ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４３４＋ ２ ５９．７ １０．９�

６８ ダイキチチョウナン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 B４８４± ０ ５９．８� １．５�
１１ モリトブイコール �３栗 ５６ 吉田 隼人石橋 忠之氏 後藤 由之 平取 スガタ牧場 ４６０＋ ４ ５９．９� ５．４�
６７ ミ ス コ マ チ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 八木 常郎 ４３０＋ ２１：００．１１� １７．６�
４４ ト ス カ ー ナ 牝３栗 ５４ 丸山 元気 H.R.H．プリンセス・ハヤ 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２± ０ 〃 ハナ ２０．１�
５５ アップルポテト 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也上野 直樹氏 小野 次郎 新ひだか 沖田 忠幸 ４１６± ０１：００．３１� １２．１�
５６ オ フ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人森澤 芳彦氏 高市 圭二 平取 坂東牧場 ４３６± ０１：００．８３ ２６．８�
８１２ タイホウルーナ 牝３芦 ５４

５１ ▲菅原 隆一 M・K・Kクラブ組合 保田 一隆 青森 山内牧場 ４４２＋１４１：０１．４３� ２７２．７	
２２ ブリリアントクラン 牝３青 ５４ 川島 信二 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 ３９６± ０１：０１．７２ ４０．５�
８１１ ジンライムシュガー 牝３鹿 ５４ 松田 大作飯田総一郎氏 本間 忍 日高 千葉飯田牧場 ４２８－ ２ 〃 アタマ ３０．０�
７９ ダイメイロード 牝３鹿 ５４ 津村 明秀桐谷 茂氏 中野 栄治 日高 横井 哲 ４４８＋ ２１：０２．２３ ２６４．５

（１１頭）
３３ カネトシグレース 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹兼松 利男氏 高木 登 むかわ 上水牧場 ４８０＋ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １０，１０２，５００円 複勝： ２０，２７７，９００円 枠連： ３，９１１，３００円

馬連： １２，９７３，６００円 馬単： １２，６３３，３００円 ワイド： ７，１０６，５００円

３連複： １４，６５６，０００円 ３連単： ２８，８８９，２００円 計： １１０，５５０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � １２０円 枠 連（６－７） ７２０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ６１０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� １０，５６０円

票 数

単勝票数 差引計 １０１０２５（返還計 ２０４８９） 的中 � ７３５０（３番人気）
複勝票数 差引計 ２０２７７９（返還計 ２９９７２） 的中 � １２２６４（４番人気）� １１３４０４（１番人気）� ３２８１７（２番人気）
枠連票数 差引計 ３９１１３（返還計 １８４２０） 的中 （６－７） ４０１６（３番人気）
馬連票数 差引計 １２９７３６（返還計 ６７４５７） 的中 �� １１１４９（３番人気）
馬単票数 差引計 １２６３３３（返還計 ６５８６９） 的中 �� ３２１６（９番人気）
ワイド票数 差引計 ７１０６５（返還計 ３２６１３） 的中 �� ６３２１（３番人気）�� ２２６２（９番人気）�� １４０９５（１番人気）
３連複票数 差引計 １４６５６０（返還計１３９５１３） 的中 ��� ９８６６（２番人気）
３連単票数 差引計 ２８８８９２（返還計２８１６１９） 的中 ��� ２０２０（３３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．８―１１．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．０―３４．８―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョープラチネラ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 El Prado デビュー ２０１０．７．３１ 新潟５着

２００８．４．３０生 牝３鹿 母 ヴ イ プ ラ ド 母母 Graceful Manor ９戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔競走除外〕 カネトシグレース号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻８分遅延。
※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） １頭 ジュピタードリーム号
（非抽選馬） １頭 アンジェラバローズ号

１９０２８ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．２
１：４１．７

不良

不良

４５ セイプロスペリティ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４５８＋ ６１：４７．５ ２．４�

１１ ナリタムーンライト 牡３栗 ５６ 池添 謙一�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 ５３８＋１０１：４８．１３� １１．３�
２２ エーシンハクレイ 牡３芦 ５６ 小林 徹弥�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 ５１２＋ ４１：４８．３１� ２２．８�
５７ ディーエスラムール 牡３青 ５６ 柴山 雄一秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 中村農場 B５１０－ ８１：４８．５１� ８１．６�
６９ ボンベイダック 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�グランプリ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム B４６８－１２１：４８．７１� １３．９�
８１２ サンマルヴィエント 牡３栗 ５６ 丸山 元気相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６２－ ２１：４８．８� ２６．７�
７１１ ボンジュールリュウ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 武田 修一 B４４８－ ６１：４８．９� １９．７	
４４ ヒラボクラッキー 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二�平田牧場 土田 稔 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：４９．２２ ３．０

６８ コスモノーハーム 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４８８－ ２１：４９．４１� ６．２�
７１０ カネスブリエ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人杉澤 光雄氏 伊藤 大士 日高 坂 牧場 ４０８－ ６１：５０．３５ ２１６．１
８１３ ジ ュ ク セ イ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４７４± ０１：５０．４� １５５．６�
５６ オペラキング 牡３鹿 ５６ 川島 信二村上 稔氏 佐藤 正雄 むかわ 東振牧場 ４６６－ ２１：５０．５クビ ６１．０�
３３ スイートソワレ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ４７４＋３２１：５１．１３� ２９５．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，９５４，６００円 複勝： １９，０４５，７００円 枠連： ９，０４６，６００円

馬連： ２３，４１８，２００円 馬単： １９，７６７，６００円 ワイド： １３，２４４，１００円

３連複： ３５，１７４，６００円 ３連単： ６３，９１０，５００円 計： １９７，５６１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ３９０円 � ４７０円 枠 連（１－４） ８７０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド �� ６００円 �� １，０５０円 �� ３，４６０円

３ 連 複 ��� ８，１９０円 ３ 連 単 ��� ３２，６００円

票 数

単勝票数 計 １３９５４６ 的中 � ４７６５０（１番人気）
複勝票数 計 １９０４５７ 的中 � ５４９９２（１番人気）� １０１３１（６番人気）� ８１７０（８番人気）
枠連票数 計 ９０４６６ 的中 （１－４） ７７３６（３番人気）
馬連票数 計 ２３４１８２ 的中 �� １０９６７（４番人気）
馬単票数 計 １９７６７６ 的中 �� ５８８８（７番人気）
ワイド票数 計 １３２４４１ 的中 �� ５８０８（４番人気）�� ３１０１（１１番人気）�� ８９３（２７番人気）
３連複票数 計 ３５１７４６ 的中 ��� ３１７３（２２番人気）
３連単票数 計 ６３９１０５ 的中 ��� １４４７（９６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１２．５―１２．９―１３．３―１２．７―１２．６―１２．３―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．９―４３．８―５７．１―１：０９．８―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４F５０．４―３F３７．７
１
３
２（５，８）（７，９）（１１，１２，１３）－１，３－６，１０，４
２，５（７，８，１）（１１，９）１２（１３，６）－（３，１０）４

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

勝馬の
紹 介

セイプロスペリティ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Darshaan デビュー ２０１０．７．１０ 阪神７着

２００８．４．７生 牡３鹿 母 ベ リ シ ャ 母母 Chic Belle １１戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時２５分に変更。
〔騎手変更〕 エーシンハクレイ号の騎手勝浦正樹は，検査のため小林徹弥に変更。
※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。
（非当選馬） ２頭 イッキカセイ号・マシェリーアンジュ号



１９０２９ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時５０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

１：０９．５
１：０７．８

良

良

８１０ ナイスヘイロー 牡２青鹿５４ 武 英智菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 野表 俊一 ４４６ ―１：１０．６ ７．４�

８９ マイネルアダマス 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム ４０８ ―１：１０．９１� １０．４�

５５ アイムユアーズ 牝２栗 ５４ 丸山 元気ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４８ ―１：１１．０� ２．４�
２２ ホープマイスター 牡２栗 ５４ 三浦 皇成久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５０ ―１：１１．３２ ２．９�
４４ マイネピリカ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一 �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 ４６０ ―１：１２．０４ １０．０�
７７ ガルディアン 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 斎藤 誠 浦河 小島牧場 ４４６ ―１：１２．４２� １５．７�
６６ ディアヴィラージュ 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介ディアレスト 新開 幸一 様似 林 時春 ４４２ ―１：１２．７１� ２６．８	
３３ ビッグプレゼンター 牡２鹿 ５４ 津村 明秀西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 乾 皆雄 ４５６ ― 〃 クビ ５４．７

１１ サクラカンタービレ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 山田牧場 ４２２ ―１：１２．８� ３７．０�
７８ カシマフローラル 牝２黒鹿５４ 宮崎 北斗�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 ４０８ ― 〃 ハナ １１４．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，４６６，２００円 複勝： １４，９５２，１００円 枠連： ５，７９４，０００円

馬連： ２３，１４５，１００円 馬単： １９，７９４，８００円 ワイド： １０，１４６，５００円

３連複： ２８，６０８，６００円 ３連単： ５７，９３９，０００円 計： １７５，８４６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � １２０円 枠 連（８－８） ２，５００円

馬 連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ４，９２０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� ３００円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，５５０円 ３ 連 単 ��� ２０，６６０円

票 数

単勝票数 計 １５４６６２ 的中 � １６６４５（３番人気）
複勝票数 計 １４９５２１ 的中 � ２１０８０（３番人気）� １０６５９（６番人気）� ４４８４７（１番人気）
枠連票数 計 ５７９４０ 的中 （８－８） １７１２（１０番人気）
馬連票数 計 ２３１４５１ 的中 �� ７９９８（１０番人気）
馬単票数 計 １９７９４８ 的中 �� ２９７４（２１番人気）
ワイド票数 計 １０１４６５ 的中 �� ２３５２（１５番人気）�� ９２１４（２番人気）�� ６１２１（３番人気）
３連複票数 計 ２８６０８６ 的中 ��� ８２８８（７番人気）
３連単票数 計 ５７９３９０ 的中 ��� ２０７０（６１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．０―１２．０―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．７―４７．７―５８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．９
３ １０－９（２，７）３（５，４）（１，６）８ ４ １０，９，２（３，７）（５，４）－（１，８，６）

勝馬の
紹 介

ナイスヘイロー 
�
父 キングヘイロー 

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２００９．３．３１生 牡２青鹿 母 ナイストップクイン 母母 ゼルマジョーンズ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１９０３０ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２２ ヤマニンリップル 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ４２：０３．５ ３．３�

７１１ ハンプトンコート 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 むかわ 上水牧場 ４３４＋ ６２：０３．７１� １０．３�

４６ アドマイヤエレノア 牝３鹿 ５４ 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B４１４＋ ８２：０３．９１� １２．１�
７１２ ショウナンマハ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４４２＋ ４ 〃 クビ ２．６�
４５ ピ ル ニ ッ ツ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ８２：０４．０クビ １０３．５�
１１ ムーンパイロット 牝３青 ５４ 藤岡 佑介	須野牧場 宮本 博 新ひだか 前田 宗将 ４２４＋ ４ 〃 クビ ９．２

８１３ メジロアマギ 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一岩� 伸道氏 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５４＋ ６２：０４．４２� ３２．９�
６９ デルマラートリー 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４５４± ０２：０４．５� ２０２．０�
３３ デ ラ モ ー レ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４４４－ ６２：０４．６� １８．０
３４ ジュエリーキッス 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４６４－ ６２：０５．２３� ２７３．９�
５８ メダリオンスター 牝３青鹿 ５４

５１ ▲水口 優也早川 澄雄氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B４５４－ ４２：０５．７３ ２１３．９�
８１４ テイクザサン 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４２８＋１４２：０５．９１� ６．７�
５７ ミラーメソロ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 ３９２－ ４２：０６．１１� ２０３．３�
６１０ トーワフライト 牝３鹿 ５４ 池添 謙一齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ４５６－ ２２：０７．０５ １０１．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，４０４，５００円 複勝： １７，７４１，６００円 枠連： ８，５９８，６００円

馬連： ２４，８１７，８００円 馬単： １８，６２３，６００円 ワイド： １２，１２８，７００円

３連複： ３３，７７３，２００円 ３連単： ５５，９８９，９００円 計： １８４，０７７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � ３００円 枠 連（２－７） ３２０円

馬 連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ７４０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ５，０６０円 ３ 連 単 ��� １７，７３０円

票 数

単勝票数 計 １２４０４５ 的中 � ３００３１（２番人気）
複勝票数 計 １７７４１６ 的中 � ４８８９５（１番人気）� １７０１６（４番人気）� １２４４３（６番人気）
枠連票数 計 ８５９８６ 的中 （２－７） ２０４６９（１番人気）
馬連票数 計 ２４８１７８ 的中 �� １２８８７（８番人気）
馬単票数 計 １８６２３６ 的中 �� ５８６８（８番人気）
ワイド票数 計 １２１２８７ 的中 �� ６２６３（５番人気）�� ４０５６（１０番人気）�� １６７９（１９番人気）
３連複票数 計 ３３７７３２ 的中 ��� ４９３０（１９番人気）
３連単票数 計 ５５９８９９ 的中 ��� ２３３１（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３６．０―４９．０―１：０２．２―１：１５．１―１：２７．７―１：３９．８―１：５１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンリップル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１．５ 京都１１着

２００８．３．２９生 牝３黒鹿 母 ヤマニンプラシード 母母 ヤマニンポリシー ７戦１勝 賞金 １０，８５０，０００円



１９０３１ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時１０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．０
１：０６．５

良

良

４７ サイズミックレディ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 ４７８－ ２１：１０．３ ５．０�

１１ メトログリペン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４９６－ ６ 〃 アタマ ５．５�
６１１ チアフルアイズ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�アカデミー 千田 輝彦 新ひだか フジワラフアーム ４２２＋１８ 〃 クビ ２０．７�
１２ マルブツマスター 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４８４－ ２１：１０．４クビ ３６．６�
７１３ キョウワジョリー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 ４２８± ０１：１０．５� ８７．９�
３６ リトルエデン 牝３青鹿５４ 古川 吉洋 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４５４＋１４１：１０．７１� ８．６	
２３ ミスターブレイン 牡３栗 ５６ 木幡 初広古賀 和夫氏 牧 光二 浦河 富田牧場 ５０４＋ ６１：１０．９１� ３０．７

５９ トウカイギアー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４７８＋ ６ 〃 アタマ ２０．３�
６１２ コ モ レ ビ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 新冠 新冠橋本牧場 ４７０± ０１：１１．０クビ ４．２�
３５ エレガンテココ 牝３青 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 ４２６＋ ４ 〃 クビ １０．２
５１０ ゴールドエタンセル 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二福島 実氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 ４４４＋１２ 〃 アタマ １３．１�
２４ タイガープリンセス 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �ワイ・アール・シー 高橋 裕 日高 豊郷牧場 ４１８－１２１：１１．２� ３２８．３�
８１６ スリーキティ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎永井商事� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４５６－１０１：１１．３� １８８．４�
７１４ ケイエスアーチャン 牝３青 ５４ 勝浦 正樹キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ４８８＋ ４１：１１．４� ９．０�
４８ メイショウコキチ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 村中牧場 ４４６ ― 〃 クビ １２５．２�
８１５ ミッキーセブン 牡３栗 ５６ 池添 謙一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０８－ ６１：１１．７２ １８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，３７２，７００円 複勝： １８，４４５，２００円 枠連： ７，０３６，４００円

馬連： ２５，２９７，４００円 馬単： １６，７３４，５００円 ワイド： １２，４９５，９００円

３連複： ４０，３９１，７００円 ３連単： ５８，５１２，５００円 計： １８９，２８６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ４６０円 枠 連（１－４） １，４００円

馬 連 �� １，６８０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� １，８８０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� １１，０８０円 ３ 連 単 ��� ５６，１６０円

票 数

単勝票数 計 １０３７２７ 的中 � １６５６０（２番人気）
複勝票数 計 １８４４５２ 的中 � ２９１１７（２番人気）� ３２１６９（１番人気）� ８２８７（８番人気）
枠連票数 計 ７０３６４ 的中 （１－４） ３７１２（６番人気）
馬連票数 計 ２５２９７４ 的中 �� １１１６３（３番人気）
馬単票数 計 １６７３４５ 的中 �� ４０８０（３番人気）
ワイド票数 計 １２４９５９ 的中 �� ４３２０（５番人気）�� １５９８（２７番人気）�� １７６３（２２番人気）
３連複票数 計 ４０３９１７ 的中 ��� ２６９１（３４番人気）
３連単票数 計 ５８５１２５ 的中 ��� ７６９（１８３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１１．９―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．２―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．０
３ ７，５（１，３）１２（１１，１４）（６，９）（２，１０，１３）（４，１５）１６，８ ４ ７，５，１（３，１２）（１１，９，１４）（６，１０）１３，２，４（８，１５，１６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サイズミックレディ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Salt Lake デビュー ２０１１．５．１ 京都１２着

２００８．４．１６生 牝３鹿 母 スイートテイスト 母母 Say What You Mean ３戦１勝 賞金 ５，５５０，０００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。
（非抽選馬） １頭 シャルニエール号

１９０３２ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第８競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０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

８１１ ラベンダーカラー 牝３黒鹿５２ 三浦 皇成青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４２０－ ６ ５９．３ ７．５�

２２ ミシックトウショウ 牝３鹿 ５２ 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４４＋２０ ５９．４� ７．６�
４４ � ハヤブサエミネンス 牝４鹿 ５５ 丸山 元気武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm B４４４＋１４ ５９．８２� ６４．３�
５６ サトノパイレーツ 牡３鹿 ５４ 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ５０８＋１６ 〃 クビ ２．６�
８１２� ツクバグローバル 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 米 James M.

Herbener Jr. ４９８＋２２ 〃 ハナ １８．７�
５５ ニューユニヴァース 牝３栗 ５２ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 日高 いとう牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ４３．３�
６７ コスモセレクト 牡４鹿 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 日高 若林 武雄 ４９８＋ ２ ５９．９クビ １２．０	
７９ � ナイトオブザオペラ 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二 �オリオンファーム藤原 英昭 米 Ocala

Horses, LLC ４９２＋１４１：００．０	 ３．０

３３ ワイキキブリーズ 牝４栗 ５５ 川島 信二折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４９２＋ ２１：００．２１ ２４．８�
１１ プリティスター 牝４栗 ５５ 吉田 隼人横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新ひだか 原 光彦 ４６６＋２０ 〃 クビ ７４．９�
６８ マウシャーレ 牡３栗 ５４ 柴山 雄一浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 ４４０± ０１：００．４１
 ２８．０
７１０� ク ル ビ ッ ト 牡３青鹿５４ 藤岡 佑介スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 酒井 秀紀 ４５８＋ ２１：００．９３ １４３．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，３０１，４００円 複勝： ２１，６４２，４００円 枠連： ８，２０２，９００円

馬連： ２９，１５３，４００円 馬単： ２３，０７２，４００円 ワイド： １４，４６２，７００円

３連複： ３７，９５３，６００円 ３連単： ７３，２３７，２００円 計： ２２４，０２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２００円 � ２９０円 � ９８０円 枠 連（２－８） ２，１６０円

馬 連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ５，３７０円

ワ イ ド �� １，２６０円 �� ５，０１０円 �� ４，９７０円

３ 連 複 ��� ４６，９２０円 ３ 連 単 ��� １６１，８３０円

票 数

単勝票数 計 １６３０１４ 的中 � １７１３３（３番人気）
複勝票数 計 ２１６４２４ 的中 � ３３９０１（３番人気）� ２０２００（５番人気）� ４６９９（１０番人気）
枠連票数 計 ８２０２９ 的中 （２－８） ２８０９（９番人気）
馬連票数 計 ２９１５３４ 的中 �� ７２１１（１１番人気）
馬単票数 計 ２３０７２４ 的中 �� ３１７４（１９番人気）
ワイド票数 計 １４４６２７ 的中 �� ２９１０（１３番人気）�� ７００（４４番人気）�� ７０６（４３番人気）
３連複票数 計 ３７９５３６ 的中 ��� ５９７（１１０番人気）
３連単票数 計 ７３２３７２ 的中 ��� ３３４（４３０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．８―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．０―３４．８―４６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラベンダーカラー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．７．１８ 小倉５着

２００８．１．１６生 牝３黒鹿 母 セシルブルース 母母 セシルカット ７戦２勝 賞金 １７，６００，０００円
※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 エイシンフルハート号・ヒシビビッド号・プリンセスネージュ号



１９０３３ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第９競走 ��１，７００�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

１：４３．２
１：４１．７

不良

不良

６９ ナムラロアー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 小野 秀治 ４４２－ ８１：４７．６ ３．９�

８１２ オースミカイエン 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎�オースミ 山内 研二 日高 天羽牧場 ５１０－ ２１：４７．９１� ４．０�
７１１ ダンツブラボー �４栗 ５７ 荻野 琢真山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 野表 俊一 ４７４－ ２１：４８．１１� ４６．６�
４５ アレックスバローズ 牡４鹿 ５７ 松田 大作猪熊 広次氏 野中 賢二 新冠 川島牧場 ４６８± ０１：４８．２� １９．９�
２２ ユナイテッドウィル 牝４栗 ５５ 三浦 皇成広尾レース� 角居 勝彦 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４３８＋１０ 〃 ハナ １６．９�
７１０ チャームドライフ 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４６０－１２ 〃 ハナ ５７．０�
１１ マイネルレガーロ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５３０＋１０１：４８．３クビ ６．２	
５７ 	 バ ル ト ー ロ 牡４鹿 ５７ 丸山 元気 
キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４４４± ０ 〃 アタマ ８．４�
４４ 	 ダークフィラメント 牡３黒鹿５４ 的場 勇人吉田 和美氏 高柳 瑞樹 新ひだか 片岡 博 ４８２＋ ８１：４８．５１� ９８．６�
５６ センティラシオン 牝３芦 ５２ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７６＋１２ 〃 ハナ ５６．４
８１３ ヤマイチリブ 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ５２６＋１６１：４８．８１� ９３．３�
３３ ビーチパレード 牝３黒鹿５２ 川島 信二 
社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：４９．０１� ９．４�
６８ ビ ー ム 牡３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ５０８＋１０１：４９．１クビ ５．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，５７５，８００円 複勝： ２４，６５８，５００円 枠連： １０，９０２，０００円

馬連： ４０，６１８，１００円 馬単： ２６，６２５，０００円 ワイド： １７，１９２，４００円

３連複： ４９，７１８，９００円 ３連単： ９２，９７５，４００円 計： ２７９，２６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � ９１０円 枠 連（６－８） ４６０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ２，６２０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� １０，２９０円 ３ 連 単 ��� ４０，４１０円

票 数

単勝票数 計 １６５７５８ 的中 � ３３７３７（１番人気）
複勝票数 計 ２４６５８５ 的中 � ４５７７３（１番人気）� ３３５３９（４番人気）� ５３１６（９番人気）
枠連票数 計 １０９０２０ 的中 （６－８） １７７４１（１番人気）
馬連票数 計 ４０６１８１ 的中 �� ３４５４４（１番人気）
馬単票数 計 ２６６２５０ 的中 �� ９４３９（２番人気）
ワイド票数 計 １７１９２４ 的中 �� １０７０２（１番人気）�� １５２５（２９番人気）�� ２０２２（２６番人気）
３連複票数 計 ４９７１８９ 的中 ��� ３５６９（３５番人気）
３連単票数 計 ９２９７５４ 的中 ��� １６９８（１４３番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１２．７―１３．５―１３．１―１３．０―１２．４―１２．２―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―３０．７―４４．２―５７．３―１：１０．３―１：２２．７―１：３４．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラロアー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００９．１２．１２ 中山１着

２００７．３．３１生 牡４鹿 母 ハイセンスモモコ 母母 マリリンモモコ １０戦２勝 賞金 ２３，８００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔騎手変更〕 ダークフィラメント号の騎手勝浦正樹は，負傷のため的場勇人に変更。
〔発走状況〕 ダンツブラボー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダンツブラボー号は，平成２３年６月２６日から平成２３年７月２５日まで出走停止。停止期間の満了後

に開催競馬場で発走調教再審査。

１９０３４ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�

に や ま

仁 山 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 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．０
１：０６．５

良

良

８８ フレイムヘイロー 牡３栗 ５４ 荻野 琢真�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４６４± ０１：１０．１ ５．９�

６６ � ドリームピーチ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４４－ ４１：１０．３１� ２．８�
４４ マックスストレイン 牡４栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６２± ０１：１０．４� ４．７�
２２ � クリノスレンダー 牝５鹿 ５５ 川島 信二栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４７２－ ２１：１０．５クビ ４３．１�
５５ マンダリンレイ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４１４－ ６１：１０．７１� ３．２�
８９ メジロソフィア 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一岩� 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４３０＋１４１：１１．０２ ２１．８�
７７ � ネオヴェリーベリー 牝５黒鹿５５ 秋山真一郎小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４８６＋１２ 〃 クビ ２０．６	
３３ 	 ブ ル ー ラ ヴ 牡６鹿 ５７ 丸山 元気 
ブルーマネジメント星野 忍 米 Dell Ridge

Farm ４８４＋ ６１：１１．３１
 １５．５�
１１ � アイディンワルツ 牝４鹿 ５５ 松田 大作米井 勝氏 保田 一隆 新ひだか 三木田 頼嗣 ５１０± ０１：１１．５１� ８６．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： １５，６０３，１００円 複勝： １９，２７５，７００円 枠連： ８，６６４，２００円

馬連： ３３，２１２，１００円 馬単： ２９，８７４，１００円 ワイド： １４，７４７，９００円

３連複： ４８，４７０，６００円 ３連単： １２３，６７８，９００円 計： ２９３，５２６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（６－８） ７６０円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ４３０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� １０，２６０円

票 数

単勝票数 計 １５６０３１ 的中 � ２０９２８（４番人気）
複勝票数 計 １９２７５７ 的中 � ２４２１８（４番人気）� ４２４１４（２番人気）� ３４４２５（３番人気）
枠連票数 計 ８６６４２ 的中 （６－８） ８５２０（５番人気）
馬連票数 計 ３３２１２１ 的中 �� ２２２６３（５番人気）
馬単票数 計 ２９８７４１ 的中 �� ９５４９（１０番人気）
ワイド票数 計 １４７４７９ 的中 �� ８３４１（５番人気）�� ８０９７（６番人気）�� １５１０９（２番人気）
３連複票数 計 ４８４７０６ 的中 ��� ２１３８６（４番人気）
３連単票数 計１２３６７８９ 的中 ��� ８８９７（２９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．８―１２．０―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．４―３５．２―４７．２―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３４．９
３ ８（７，５）（１，４，９）（２，６）３ ４ ８（７，５）９（１，４）６，２，３

勝馬の
紹 介

フレイムヘイロー 
�
父 キングヘイロー 

�
母父 Forty Niner デビュー ２０１０．７．１７ 小倉５着

２００８．４．１２生 牡３栗 母 キュートネスⅡ 母母 Gana ４戦２勝 賞金 １６，４３１，０００円
〔騎手変更〕 クリノスレンダー号の騎手勝浦正樹は，負傷のため川島信二に変更。



１９０３５ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第１１競走 ��
��１，７００�

た っ ぴ ざ き

竜 飛 崎 特 別
発走１５時２５分 （ダート・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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．２
１：４１．７

不良

不良

４５ ワーズワース 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４９４－ ６１：４５．４ ６．７�

４４ プレシャスジェムズ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９２－ ４１：４５．５� ２．３�

２２ ヘリオスシチー 牡５鹿 ５７ 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ８．１�
８１３ ネオギャラクシー �４栗 ５７ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 浦河 日田牧場 ４６０＋ ４１：４５．７１� １０．３�
５６ タイセイファントム 牡３鹿 ５４ 藤田 伸二田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４２６－ ２１：４５．８クビ ４．４�
３３ トウカイファミリー 牝５黒鹿５５ 秋山真一郎内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４６８＋ ２１：４６．２２� １５．９�
６８ 	 ビッグジャンパー 牡５栗 ５７ 木幡 初広宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４４４－１２１：４６．７３ ６７．０	
６９ メジロフローラ 牝６栗 ５５ 宮崎 北斗岩� 伸道氏 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４６８－ ６１：４６．９
 ２５４．２

１１ マルタカワンタッチ 牡６黒鹿５７ 津村 明秀國立 治氏 清水 美波 新冠 明和牧場 ５００－ ４１：４７．１１� ２６７．０�
７１１ オウケンマジック 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５４± ０１：４７．３１� ４１．１�
５７ � コスモナダル 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４５８± ０１：４７．４� １５．９�
８１２	 タ コ 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成小田切有一氏 佐々木晶三 静内 タイヘイ牧場 ５００± ０１：４８．５７ １８．０�

（１２頭）
７１０ アプローズヒーロー 牡７鹿 ５７ 藤岡 佑介小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５２－ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２８，２８３，８００円 複勝： ４７，４７８，７００円 枠連： ２７，５０８，５００円

馬連： １３６，８５７，２００円 馬単： ６９，３４０，６００円 ワイド： ３８，５１０，５００円

３連複： １３６，７１１，１００円 ３連単： ２６２，１９２，９００円 計： ７４６，８８３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（４－４） ６３０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ６８０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 ��� １０，３１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２８２８３８（返還計 ６８９） 的中 � ３３３９７（３番人気）
複勝票数 差引計 ４７４７８７（返還計 １９２１） 的中 � ６５８４３（３番人気）� １３７７８５（１番人気）� ５７８８４（４番人気）
枠連票数 差引計 ２７５０８５（返還計 ２１６） 的中 （４－４） ３２５０２（３番人気）
馬連票数 差引計１３６８５７２（返還計 ９０６８） 的中 �� １７０５８５（１番人気）
馬単票数 差引計 ６９３４０６（返還計 ５３６８） 的中 �� ２８５９１（５番人気）
ワイド票数 差引計 ３８５１０５（返還計 ５１１０） 的中 �� ３０４２２（２番人気）�� １２９１５（９番人気）�� ２７８７９（３番人気）
３連複票数 差引計１３６７１１１（返還計 ２３４７０） 的中 ��� ５７９３０（３番人気）
３連単票数 差引計２６２１９２９（返還計 ４１９４１） 的中 ��� １８７７１（２４番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１２．０―１３．２―１３．２―１２．２―１２．３―１１．９―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．８―４３．０―５６．２―１：０８．４―１：２０．７―１：３２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．０
１
３
４（３，５）１３（２，９）１１（６，１２）（７，８）－１・（４，５）（１３，１２）－（３，１）（２，１１）８（９，６）７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワーズワース �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．４．２６ 東京３着

２００６．４．１生 牡５鹿 母 シンボルスカ 母母 ド ル ス ク １５戦４勝 賞金 ５２，６１１，０００円
〔騎手変更〕 ビッグジャンパー号の騎手勝浦正樹は，負傷のため木幡初広に変更。
〔競走除外〕 アプローズヒーロー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。

１９０３６ ６月２５日 晴 良 （２３函館１）第３日 第１２競走 ��
��１，８００�

お く し り

奥 尻 特 別
発走１６時００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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．０
１：４４．１

良

良

５６ 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 ４７０± ０１：４８．８ ３．７�

４５ マイネルインゼル 牡６栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム ４６４－ ４ 〃 クビ ８．３�

１１ シードダイレクト 牡３黒鹿５４ 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５１８－ ６１：４８．９� ２４．０�
５７ シャイニーブレーヴ 牡４栗 ５７ 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４６０＋ ４１：４９．０� ３．７�
３３ タキオンコウショウ 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６４＋１８ 〃 クビ １３．４�
２２ � キ イ レ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 富田牧場 ４６４＋ ４１：４９．１� １３１．５	
４４ � フィールドダンス 牡５栗 ５７ 吉田 隼人地田 勝三氏 西園 正都 静内 グランド牧場 ４９２± ０１：４９．２� １５４．２

８１２ マイファーストラヴ 牝５青鹿５５ 四位 洋文廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４４８± ０ 〃 アタマ ４．５�
７１０ カシマストロング 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗�カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４８６－ ２１：４９．３� ９．０�
７１１ ビップレジェンド 牡４栗 ５７ 柴山 雄一鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４６２＋ ６ 〃 アタマ ４１．５
８１３ バーチャルトラック 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 ４４２＋ ２１：４９．６１	 １７．０�
６９ プ リ ム ー ル 牝４黒鹿５５ 川島 信二吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４４６－ ２１：５０．５５ ２５．８�
６８ グランデタキオン 牡４鹿 ５７ 丸山 元気芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ４１：５０．８１	 ９０．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，６４６，２００円 複勝： ３３，１８８，１００円 枠連： １７，４２５，６００円

馬連： ６３，４４１，３００円 馬単： ４０，３３０，６００円 ワイド： ２６，６６３，４００円

３連複： ７９，６６８，０００円 ３連単： １５３，４５９，６００円 計： ４３３，８２２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � ２４０円 � ５７０円 枠 連（４－５） ６６０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� １，６００円 �� ３，５４０円

３ 連 複 ��� １２，５９０円 ３ 連 単 ��� ４５，０７０円

票 数

単勝票数 計 １９６４６２ 的中 � ４２９０４（１番人気）
複勝票数 計 ３３１８８１ 的中 � ６１５０９（２番人気）� ３６４９０（４番人気）� １２２５１（８番人気）
枠連票数 計 １７４２５６ 的中 （４－５） １９６２５（２番人気）
馬連票数 計 ６３４４１３ 的中 �� ３７６６１（４番人気）
馬単票数 計 ４０３３０６ 的中 �� １２８３７（７番人気）
ワイド票数 計 ２６６６３４ 的中 �� １１８８７（４番人気）�� ４０３６（１７番人気）�� １７６８（３３番人気）
３連複票数 計 ７９６６８０ 的中 ��� ４６７２（４１番人気）
３連単票数 計１５３４５９６ 的中 ��� ２５１３（１４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３５．６―４８．０―１：００．６―１：１２．９―１：２４．９―１：３６．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラボルテージ �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２０１０．１．１０ 京都２着

２００７．５．３１生 牝４鹿 母 ビストロドゥパリ 母母 ド ッ フ ２１戦３勝 賞金 ４８，２５９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 フィールドダンス号の騎手勝浦正樹は，負傷のため吉田隼人に変更。



（２３函館１）第３日 ６月２５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １４８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 手 当

１６４，１５０，０００円
１，０９０，０００円
１０，０２０，０００円
１，２９０，０００円
１５，５９０，０００円
５１，７０９，５００円
３，８４８，０００円
１，４６５，２００円

勝馬投票券売得金
１７９，１１８，８００円
２７２，０９３，０００円
１１９，７７５，７００円
４５６，６４９，４００円
３１１，５７１，４００円
１８９，６１８，７００円
５７４，３０４，９００円
１，０８３，９５０，０００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 ３，１８７，０８１，９００円

総入場人員 ４，８６３名 （有料入場人員 ４，４７４名）


