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２２０４９ ７月３０日 曇 良 （２３函館２）第５日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走９時５５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

１：０９．５
１：０７．８

良

良

１１ アイアムネフライト 牝２栗 ５４ 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：１０．２ ２．５�

６６ キボウダクリチャン 牝２栗 ５４ 古川 吉洋栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４３６－ ２１：１０．６２� ２４．４�
３３ コスモラヴバニー 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 不二牧場 ４４８＋ ４１：１１．３４ １１．８�
７７ 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 ４０６＋ ２１：１１．５１� １．６�
５５ ビッグプレゼンター 牡２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 乾 皆雄 ４５４± ０１：１１．６� ４４．９�
２２ コスモバンディエラ 牡２栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４４０± ０１：１２．０２� ２７．８	
４４ コーリンデヴァター 牝２鹿 ５４ 丸山 元気伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４０６－ ４１：１２．８５ ３５．６


（７頭）

売 得 金

単勝： １１，２４３，７００円 複勝： ２３，７００，９００円 枠連： 発売なし

馬連： １９，６０６，８００円 馬単： １９，８２９，３００円 ワイド： ８，４９２，０００円

３連複： ２６，２５２，３００円 ３連単： ７９，９６３，７００円 計： １８９，０８８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � ２５０円 � ７８０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ３００円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� ２０，０２０円

票 数

単勝票数 計 １１２４３７ 的中 � ３５８７０（２番人気）
複勝票数 計 ２３７００９ 的中 � ４３９０７（２番人気）� １０４４５（４番人気）
馬連票数 計 １９６０６８ 的中 �� ６２５２（６番人気）
馬単票数 計 １９８２９３ 的中 �� ５０１５（９番人気）
ワイド票数 計 ８４９２０ 的中 �� ３１２７（７番人気）�� ７９０８（３番人気）�� １６４５（１４番人気）
３連複票数 計 ２６２５２３ 的中 ��� ４１７４（１２番人気）
３連単票数 計 ７９９６３７ 的中 ��� ２９４９（４５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１１．６―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．３―４５．９―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムネフライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１１．７．１６ 函館２着

２００９．４．２０生 牝２栗 母 アイアムアドーター 母母 アイアムザウィナー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔その他〕 マイネルアダマス号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

２２０５０ ７月３０日 曇 良 （２３函館２）第５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）

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

１：４３．１
１：４１．７

稍重

不良

４５ 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 ４４０＋ ８１：４７．８ ３．５�

５６ クラシフィカドール 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４６２－ ８１：４８．８６ １５．０�
８１２ アドマイヤアジナ 牝３芦 ５４ 上村 洋行近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ １１．１�
４４ トーセンルクリア 牝３栗 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 田端牧場 ４４４＋ ４１：４８．９� ２．２�
３３ サルヴァトーレピサ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠市川 義美氏 藤原 英昭 浦河 大北牧場 ４５０－ ２１：４９．２２ ５．３�
６９ クリノマドンナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 山野牧場 ４３２± ０１：４９．４１� ４１２．１	
１１ ジャストザヒロイン 牝３栗 ５４ 秋山真一郎ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 むかわ 上水牧場 ４４２＋ ８１：４９．７２ ６９．６

５７ エクスプレシフ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B４７４± ０１：５０．１２� ３９．３�
７１１ 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＋ ４１：５０．２クビ ３４．８�
６８ ゴールドハーベスト 牝３栗 ５４ 荻野 琢真関 駿也氏 白井 寿昭 日高 野口牧場 ４５８－ ８１：５１．６９ １８９．２
７１０ リッツクイーンラブ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成栗山 良子氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 ４６８＋ ２１：５２．１３ ２９３．０�
８１３ メイショウカグヤ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 ４７０＋ ２１：５２．８４ １１．７�
２２ ペ ル ッ ク 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一福島 実氏 境 征勝 新ひだか 岡田 猛 B４４０－ ４１：５３．３３ ２１４．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，６０１，９００円 複勝： ２０，０５５，１００円 枠連： ７，３１９，８００円

馬連： ２０，０１９，０００円 馬単： １６，０１２，４００円 ワイド： １０，２１２，０００円

３連複： ３０，３２７，６００円 ３連単： ５３，２５４，５００円 計： １６９，８０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ５００円 � ３２０円 枠 連（４－５） ９９０円

馬 連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ４，９９０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ５３０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ８，０１０円 ３ 連 単 ��� ３４，４８０円

票 数

単勝票数 計 １２６０１９ 的中 � ２８７０２（２番人気）
複勝票数 計 ２００５５１ 的中 � ４１１６７（２番人気）� ８７２３（６番人気）� １４９２７（４番人気）
枠連票数 計 ７３１９８ 的中 （４－５） ５５１２（４番人気）
馬連票数 計 ２００１９０ 的中 �� ４９２３（１０番人気）
馬単票数 計 １６０１２４ 的中 �� ２３７２（１９番人気）
ワイド票数 計 １０２１２０ 的中 �� ２４７２（１１番人気）�� ５０５９（６番人気）�� １３７７（１８番人気）
３連複票数 計 ３０３２７６ 的中 ��� ２７９６（２４番人気）
３連単票数 計 ５３２５４５ 的中 ��� １１４０（１０５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．２―１２．６―１３．１―１３．３―１２．７―１２．３―１２．５―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．２―３０．８―４３．９―５７．２―１：０９．９―１：２２．２―１：３４．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイクザサン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Wild Again デビュー ２０１１．１．１５ 京都２着

２００８．４．１２生 牝３鹿 母 メ イ ン リ ー 母母 Primarily ５戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
〔発走状況〕 トーセンルクリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペルック号は，平成２３年８月３０日まで平地競走に出走できない。
※エクスプレシフ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第２回　函館競馬　第５日



２２０５１ ７月３０日 曇 良 （２３函館２）第５日 第３競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５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

８１２ ニチドウレパード 牡３栗 ５６ 小林 徹弥山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８２－ ２ ５９．６ １６．０�

４４ ケ ツ ァ ー ル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：００．１３ ２３．８�
１１ キタサンハヤブサ 牡３芦 ５６ 横山 典弘�大野商事 鹿戸 雄一 新ひだか 木田牧場 B５１４－ ４１：００．６３ ４．７�
５６ ハテナキユメ 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋小野 博郷氏 土田 稔 清水 小野瀬 晃司 B４５２＋ ２１：００．７� ３．４�
７９ スズカアタック 牡３青 ５６ 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５２± ０１：００．９１� ５．６�
２２ パイパールヴァティ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ １０．１�
５５ ニホンピロヴィータ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成小林百太郎氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 ４７０－１０１：０１．１１� ７．５	
７１０ ラルガヴィータ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一ディアレスト 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５０＋ ２１：０１．２� １０．７

３３ スリーキティ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気永井商事� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ ８２．２�
６７ クードテアトル 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 ４６２－ ４１：０１．４１ １２０．２
６８ エリモテンユウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一山本 菊一氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４６０± ０１：０２．０３� １３．８�
８１１ グランドセイリング 牡３栗 ５６ 丸田 恭介関 駿也氏 武市 康男 新冠 八木 常郎 B４８８－ ６１：０２．５３ ２１．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，７５４，６００円 複勝： １６，９９１，９００円 枠連： ６，３１９，７００円

馬連： ２０，３２８，８００円 馬単： １６，１６３，２００円 ワイド： １０，２４２，０００円

３連複： ３０，５８５，６００円 ３連単： ４９，１０５，８００円 計： １６１，４９１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ４８０円 � ７９０円 � ２３０円 枠 連（４－８） １１，４６０円

馬 連 �� ９，６００円 馬 単 �� ２０，７５０円

ワ イ ド �� ２，７６０円 �� １，６００円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� ２７，４７０円 ３ 連 単 ��� １９４，８４０円

票 数

単勝票数 計 １１７５４６ 的中 � ５８２５（８番人気）
複勝票数 計 １６９９１９ 的中 � ８７６０（８番人気）� ４９８２（９番人気）� ２３８３２（２番人気）
枠連票数 計 ６３１９７ 的中 （４－８） ４０７（２３番人気）
馬連票数 計 ２０３２８８ 的中 �� １５６３（３６番人気）
馬単票数 計 １６１６３２ 的中 �� ５７５（７２番人気）
ワイド票数 計 １０２４２０ 的中 �� ９０７（３６番人気）�� １６０５（２１番人気）�� ８９６（３７番人気）
３連複票数 計 ３０５８５６ 的中 ��� ８２２（８６番人気）
３連単票数 計 ４９１０５８ 的中 ��� １８６（５５９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニチドウレパード �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２０１０．１０．３１ 京都６着

２００８．３．１８生 牡３栗 母 ニチドウジョリーズ 母母 シャープエフォート ４戦１勝 賞金 ４，８００，０００円

２２０５２ ７月３０日 晴 良 （２３函館２）第５日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５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

１：４３．１
１：４１．７

稍重

不良

５７ ク ラ ベ ス 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９８＋ ８１：４８．４ ５．４�

７１１ スリーアルテミス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５６＋ ２１：４８．７２ ６．５�
４４ 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 B４９４＋ ２ 〃 アタマ １１．６�
８１２ スエヒロジュピター 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５０４＋ ４１：４９．０１� ２７．８�
３３ フミノキララ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４４６± ０１：４９．１� ３３．２	
７１０ トーセンティアラ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘島川 
哉氏 木村 哲也 新ひだか 乾 皆雄 ４４４－ ２ 〃 クビ ５．７�
８１３ ドラゴンブレス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６０± ０１：４９．２クビ ６．１�
２２ ラッキーゾーン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 むかわ 桑原牧場 B４６６＋１０ 〃 クビ ５６．７
５６ フォンテーヌブロー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠村野 康司氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B５１０－ ４１：４９．４１� ２．８�
６９ 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 B５１６± ０１：４９．５� ４１．０�
４５ ヴィーヴァゴールド 牡３栗 ５６ 的場 勇人芹澤 精一氏 阿部 新生 新ひだか 武 牧場 ４８８＋ ４１：５０．５６ ２４２．９�
１１ グラスシューター 牡３青鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ５０２± ０１：５２．１１０ ３１２．５�
６８ ミスモトヒメサン 牝３栗 ５４ 松田 大作黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４４８－ ６１：５３．２７ ４１．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，４４９，５００円 複勝： ２１，５９２，８００円 枠連： ９，７６３，２００円

馬連： ２５，１６６，３００円 馬単： １７，６７６，２００円 ワイド： １２，９７６，８００円

３連複： ３３，１００，１００円 ３連単： ５４，３１２，９００円 計： １８７，０３７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � ３１０円 枠 連（５－７） ２７０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ３，４９０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� １，０９０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� ２６，１００円

票 数

単勝票数 計 １２４４９５ 的中 � １８１８５（２番人気）
複勝票数 計 ２１５９２８ 的中 � ３１７１３（３番人気）� ３３６８５（２番人気）� １５８３３（６番人気）
枠連票数 計 ９７６３２ 的中 （５－７） ２６９３８（１番人気）
馬連票数 計 ２５１６６３ 的中 �� １０８３４（７番人気）
馬単票数 計 １７６７６２ 的中 �� ３７４０（１５番人気）
ワイド票数 計 １２９７６８ 的中 �� ４３５９（１０番人気）�� ２９１３（１４番人気）�� ３１４１（１２番人気）
３連複票数 計 ３３１００１ 的中 ��� ４７３９（１６番人気）
３連単票数 計 ５４３１２９ 的中 ��� １５３６（８８番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．４―１２．２―１２．８―１２．９―１２．７―１２．９―１３．１―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．２―３０．４―４３．２―５６．１―１：０８．８―１：２１．７―１：３４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．６
１
３
１３－７（２，１０）４（１，１１）（８，９）（５，６，１２）－３
１３－７（２，１０，９）３，４（１１，１２）－６（１，８）５

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

勝馬の
紹 介

ク ラ ベ ス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．３．２０ 阪神２着

２００８．４．７生 牝３黒鹿 母 ダンシングナゲット 母母 Shalimar Garden ４戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
※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 エクスプレシフ号・テイエムモーレツ号
（非抽選馬） ２頭 エンジェルパレード号・キタロークン号



２２０５３ ７月３０日 晴 良 （２３函館２）第５日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時４５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 ユキノアイオロス �３鹿 ５６ 横山 典弘井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム B４５０－ ２１：１０．０ ７．９�

１２ � シンボリストーム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro
Wada ４９６± ０１：１０．２１� ５．６�

７１４ コアレスシルバー 牡３芦 ５６ 丹内 祐次小林 昌志氏 鹿戸 明 新ひだか 沖田 博志 ４９４＋１０１：１０．３	 ３．０�
５１０ システーナブルー 牝３青鹿５４ 秋山真一郎 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４４＋ ４ 〃 クビ ７．３�
４８ サクラアンジェロ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５０６＋ ４１：１０．４	 １３．４�
３６ ミサノグリーン 牝３栗 ５４ 丸山 元気斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河 向別牧場 ４３４＋１２１：１０．５	 １０２．６�
３５ クールテツマル 牡３栗 ５６ 丸田 恭介川上 哲司氏 坂本 勝美 日高 田中 元寿 ４８２－ ４１：１０．６クビ １２．３	
６１２ ゴールドエタンセル 牝３黒鹿５４ 黛 弘人福島 実氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ ５４．４

２３ リキアイギムレット 牡３鹿 ５６ 津村 明秀高山 幸雄氏 本田 優 新ひだか 桜井牧場 B４５６－ ４ 〃 ハナ ５７．１�
６１１ ブラックエスパー 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 澤田 嘉隆 ４４６－ ４１：１０．８１ ５８．８�
２４ プリティーマッハ 牡３芦 ５６ 的場 勇人越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４３８± ０ 〃 アタマ １４３．９
７１３ シルバートップ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４３２＋１２ 〃 アタマ １３５．７�
１１ スズカセクレターボ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４５８＋ ６１：１０．９クビ ７．５�
５９ � ダノントライアンフ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�ダノックス 藤原 英昭 愛 Lynch

Bages Ltd ４６２－ ６１：１１．０
 １５．５�
８１５ テンジンテンニョ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 ４５０± ０１：１１．２１	 １５７．５�
８１６ アドマイヤシケーダ 牝３青 ５４ 上村 洋行近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４１４＋ ４１：１１．７３ ２０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２０４，３００円 複勝： ２５，６４１，８００円 枠連： １０，２５４，２００円

馬連： ２８，５４４，０００円 馬単： １９，０５４，７００円 ワイド： １４，９５７，５００円

３連複： ４３，１６８，３００円 ３連単： ６４，１２９，１００円 計： ２２０，９５３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（１－４） ６６０円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ４，６９０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ５００円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １８，０００円

票 数

単勝票数 計 １５２０４３ 的中 � １５３１７（５番人気）
複勝票数 計 ２５６４１８ 的中 � ２３１５４（４番人気）� ３８４０５（２番人気）� ６８１９５（１番人気）
枠連票数 計 １０２５４２ 的中 （１－４） １１４６７（２番人気）
馬連票数 計 ２８５４４０ 的中 �� ９５４０（８番人気）
馬単票数 計 １９０５４７ 的中 �� ３０００（１９番人気）
ワイド票数 計 １４９５７５ 的中 �� ６５２２（５番人気）�� ７３３０（４番人気）�� １１１５９（１番人気）
３連複票数 計 ４３１６８３ 的中 ��� １４９４３（１番人気）
３連単票数 計 ６４１２９１ 的中 ��� ２６３０（２６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．３―１１．９―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．８―４５．７―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノアイオロス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２０１１．２．１２ 東京５着

２００８．４．２５生 �３鹿 母 ユキノシンデレラ 母母 ユキノグランベル ７戦１勝 賞金 ８，０００，０００円
〔制裁〕 ユキノアイオロス号の騎手横山典弘は，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１００，０００円。（１０番・１３番

への進路影響）
コアレスシルバー号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１０番・１３番への進路影
響）

２２０５４ ７月３０日 晴 良 （２３函館２）第５日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５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

１：４６．０
１：４４．１

良

良

５８ 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 ４１４± ０１：４９．０ ６．４�

４５ サクラテリオス 牡３栗 ５６ 上村 洋行�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 新和牧場 ４６０－ ２１：４９．５３ ２１．７�
３４ ウ ィ ッ シ ュ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：４９．７１� ３．３�
６１０ メジロマリシテン 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一岩� 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ７．３�
２２ ダ ン テ ス ク 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４５６－ ４１：４９．９１� ２．９�
６９ ニシノキラボシ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二西山 茂行氏 田所 秀孝 むかわ 西山牧場 ４１２－ ２ 〃 クビ ５．９�
７１１ ミライポケット 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 北出 成人 新ひだか ケイアイファーム ４４８＋ ６１：５０．０� ２０．９	
４６ ユニバーサルアゲン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４４４＋ ８１：５０．１クビ １００．０

３３ ゴッドオブロマンス 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介山本 剛史氏 橋田 満 千歳 社台ファーム ４１４－ ２１：５０．５２� ８３．３�
８１３ エドノリージェント 牡３鹿 ５６ 的場 勇人遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 日高 エンドレス

ファーム ４９６± ０１：５０．８２ １７４．２�
１１ シェイドトゥウイン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 神垣 道弘 ４５４± ０１：５０．９クビ ８３．１
５７ キッスオブドラゴン 牝３芦 ５４ 松田 大作小田切 光氏 須貝 尚介 浦河 木村牧場 ４５６－ ６１：５２．０７ １８１．５�
７１２ アクビサテルバン 牝３青 ５４

５１ ▲西村 太一加藤 信之氏 粕谷 昌央 日高 エンドレス
ファーム ４４４＋ ８１：５３．０６ ２７２．５�

８１４ トーワフライト 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ４５６± ０ 〃 アタマ ６５３．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，２４６，８００円 複勝： ２２，８０９，９００円 枠連： ７，９４２，９００円

馬連： ２５，５４０，７００円 馬単： ２０，０６３，７００円 ワイド： １４，０２５，８００円

３連複： ３８，９７９，６００円 ３連単： ６５，０９０，７００円 計： ２０９，７００，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � ４３０円 � １３０円 枠 連（４－５） ５，３７０円

馬 連 �� ５，７４０円 馬 単 �� １０，９４０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� ３３０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ４，８５０円 ３ 連 単 ��� ３９，３２０円

票 数

単勝票数 計 １５２４６８ 的中 � １８８５９（４番人気）
複勝票数 計 ２２８０９９ 的中 � ２７５８８（４番人気）� ９９５６（６番人気）� ６３１２２（１番人気）
枠連票数 計 ７９４２９ 的中 （４－５） １０９２（１４番人気）
馬連票数 計 ２５５４０７ 的中 �� ３２８５（１６番人気）
馬単票数 計 ２００６３７ 的中 �� １３５４（３１番人気）
ワイド票数 計 １４０２５８ 的中 �� ２１５１（１５番人気）�� １２１５２（２番人気）�� ２９７０（１０番人気）
３連複票数 計 ３８９７９６ 的中 ��� ５９３７（１３番人気）
３連単票数 計 ６５０９０７ 的中 ��� １２２２（１１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．６―３６．７―４８．８―１：０１．０―１：１２．９―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４F４８．０―３F３６．１
１
３
１０，８，５（４，１２）（３，６）９（２，７，１３）１（１１，１４）
１０－８，５（４，１２）（３，６）９，２（７，１３）１，１１，１４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤエレノア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２０１１．１．１５ 京都７着

２００８．３．２５生 牝３鹿 母 トロピカルブラッサム 母母 Barbara Sue ５戦１勝 賞金 ７，２００，０００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 メジロアマギ号



２２０５５ ７月３０日 晴 良 （２３函館２）第５日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時０５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 ３７０，０００
３７０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：４３．１
１：４１．７

稍重

不良

８９ クワイアーソウル 牡３黒鹿５４ 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２＋ ８１：４６．５ ２．２�

１１ ラフアウェイ 牝３青 ５２ 藤田 伸二�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４± ０ 〃 クビ ６．７�
２２ メタギャラクシー 牡４鹿 ５７ 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B４８８± ０１：４７．３５ ４．０�
７８ 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 ５１２－ ８１：４７．４クビ １１．９�
５５ コ ア ヨ カ 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４７８＋ ２１：４７．９３ １１．０�
６６ タマモワルツ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４９２＋ ２ 〃 同着 １１．０�
４４ � エバーオンワード 牡３鹿 ５４ 山口 竜一井上 修一氏 恵多谷 豊 新冠 松田 富士夫 ４５８＋ ６１：４８．４３ １３．１	

（北海道） （北海道）

８１０ ビーボタンダッシュ 牡６芦 ５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２１：４８．６１� ４３．３

３３ キョウエイナゲット 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 B４５６＋ ６ 〃 クビ ６１．８�
７７ アルファヨンジュン 牡６青鹿５７ 黛 弘人�貴悦 尾関 知人 三石 澤田 嘉隆 ５２２－ ４１：４８．９１� ５７．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，６１９，８００円 複勝： ２１，０８３，３００円 枠連： ６，９７５，７００円

馬連： ２８，６９３，５００円 馬単： ２１，８４６，１００円 ワイド： １２，７０９，０００円

３連複： ３３，８７２，２００円 ３連単： ６９，８４３，５００円 計： ２１２，６４３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（１－８） ６１０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ２００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ３，８９０円

票 数

単勝票数 計 １７６１９８ 的中 � ６４３９８（１番人気）
複勝票数 計 ２１０８３３ 的中 � ５９３７２（１番人気）� ２２６８４（３番人気）� ４６０１０（２番人気）
枠連票数 計 ６９７５７ 的中 （１－８） ８５６４（３番人気）
馬連票数 計 ２８６９３５ 的中 �� ３４２２７（２番人気）
馬単票数 計 ２１８４６１ 的中 �� １７４８７（２番人気）
ワイド票数 計 １２７０９０ 的中 �� ８８０５（２番人気）�� １８４９２（１番人気）�� ７３４７（４番人気）
３連複票数 計 ３３８７２２ 的中 ��� ２４２４９（１番人気）
３連単票数 計 ６９８４３５ 的中 ��� １３２８４（２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．６―３１．２―４４．４―５７．３―１：０９．４―１：２１．９―１：３４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クワイアーソウル 
�
父 タニノギムレット 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１１．６．４ 東京７着

２００８．４．８生 牡３黒鹿 母 オーディエンス 母母 シェイクハンド ３戦２勝 賞金 １２，２００，０００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。

２２０５６ ７月３０日 晴 良 （２３函館２）第５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）

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

５７．７
５７．１

重

稍重

５６ オーラレガーレ 牝３青鹿５２ 藤田 伸二吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４６０－ ２ ５８．９ ３．４�

４４ シルヴィルージュ 牝３芦 ５２ 丸山 元気小林 秀樹氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B４３６－ ２ ５９．６４ １．７�
１１ マーベラスビジン 牝３栗 ５２ 岩田 康誠笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４７２＋ ６ ５９．７� ９．９�
５５ 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 ４６８＋ ２ 〃 クビ １５８．４�
３３ 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 ４５８± ０ ５９．９１ １６．１�
６８ ハローエフェクト 牝３鹿 ５２ 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４４８－ ６１：００．０� ３２．７�
８１１ プリンセスネージュ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４８８± ０１：００．１� ２１．４�
８１２ グレイスサンセット 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一松岡 雅昭氏 加藤 和宏 門別 インターナショ

ナル牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ １６．６	
７９ ミ ク ル 牝４鹿 ５５

５２ ▲西村 太一
ターフ・スポート矢野 英一 様似 小田 誠一 ４７６－ ４１：００．２� ２４．３�
７１０ アートオブダンサー 牝５鹿 ５５ 川島 信二岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５８＋ ４１：００．６２� ５７．４�
２２ カムイフォレスト 牝３栗 ５２ 秋山真一郎 ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４７８－ ６ 〃 ハナ １００．０�

（１１頭）
６７ タイセイフレイヤ 牝６黒鹿５５ 三浦 皇成田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 松浦牧場 B４６６－１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，４９６，６００円 複勝： ３４，８８７，５００円 枠連： ８，５８３，３００円

馬連： ３１，２５０，４００円 馬単： ２９，３１０，９００円 ワイド： １６，５５２，３００円

３連複： ４２，０４３，８００円 ３連単： ９４，００３，４００円 計： ２７７，１２８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（４－５） ２４０円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３９０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ３，０１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０４９６６（返還計 １４３８） 的中 � ４８６９４（２番人気）
複勝票数 差引計 ３４８８７５（返還計 ２３７８） 的中 � ６０８１４（２番人気）� １６４８１２（１番人気）� ２８５７０（３番人気）
枠連票数 差引計 ８５８３３（返還計 １００） 的中 （４－５） ２６４６５（１番人気）
馬連票数 差引計 ３１２５０４（返還計 ７２６１） 的中 �� ９４０８８（１番人気）
馬単票数 差引計 ２９３１０９（返還計 ６１４５） 的中 �� ３４３０５（２番人気）
ワイド票数 差引計 １６５５２３（返還計 ３９６０） 的中 �� ３１０７４（１番人気）�� ８９０４（４番人気）�� １３５８７（２番人気）
３連複票数 差引計 ４２０４３８（返還計 ２０５７６） 的中 ��� ４７４５７（１番人気）
３連単票数 差引計 ９４００３４（返還計 ４１４８２） 的中 ��� ２３１０６（４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．７―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．８―３４．５―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーラレガーレ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Quiet American デビュー ２０１０．９．１１ 札幌４着

２００８．３．１４生 牝３青鹿 母 オ ー ラ 母母 Charmed Aura ６戦２勝 賞金 １７，３６０，０００円
〔競走除外〕 タイセイフレイヤ号は，馬場入場時に転倒し，疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。



２２０５７ ７月３０日 晴 良 （２３函館２）第５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

１：４３．１
１：４１．７

稍重

不良

４４ エイブルブラッド 牡３鹿 ５４ 四位 洋文吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：４６．１ １．８�

８８ 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 ４６４＋ ８１：４６．７３� １２．５�

２２ � ベストフェット 牡６鹿 ５７ 黛 弘人松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１０－ ２１：４７．１２� １０．４�
８９ マイティージュニア 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５００＋ ４１：４７．３１� ６．３�
１１ ローレルキングダム 牡３栗 ５４ 柴山 雄一 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４８２± ０１：４７．５１� ６．５�
６６ シルクリンカーン 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３８＋ ４ 〃 クビ ６．９�
３３ ディアフロイデ 牡３鹿 ５４ 山口 竜一ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４３０＋ ４１：４７．７１� ３０．４	

（北海道）

７７ ダブルイーグル 牡３鹿 ５４ 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４７４＋ ６１：４８．７６ ４７．５

５５ ガ リ ア ー ノ 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：４９．１２� ５５．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： １７，５４５，６００円 複勝： ２９，８９３，１００円 枠連： ８，６０８，０００円

馬連： ３２，１４８，１００円 馬単： ２８，０１１，２００円 ワイド： １５，８０５，８００円

３連複： ４１，５４４，８００円 ３連単： １０７，２１０，６００円 計： ２８０，７６７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １９０円 枠 連（４－８） ３５０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ３３０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� ６，６００円

票 数

単勝票数 計 １７５４５６ 的中 � ７７３０５（１番人気）
複勝票数 計 ２９８９３１ 的中 � １３６４４６（１番人気）� ２００４０（６番人気）� ２８５８０（４番人気）
枠連票数 計 ８６０８０ 的中 （４－８） １８４５５（１番人気）
馬連票数 計 ３２１４８１ 的中 �� ２７７０２（５番人気）
馬単票数 計 ２８０１１２ 的中 �� １７４９０（５番人気）
ワイド票数 計 １５８０５８ 的中 �� １２７９４（４番人気）�� １２４０６（５番人気）�� ３６６９（１４番人気）
３連複票数 計 ４１５４４８ 的中 ��� １６０１３（１０番人気）
３連単票数 計１０７２１０６ 的中 ��� １２００２（１９番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．０―１２．２―１２．５―１２．７―１２．８―１２．６―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．４―４２．６―５５．１―１：０７．８―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４F５１．０―３F３８．３
１
３
２，８（１，３，７）－９（６，４）－５
２，８（１，７，９，４）（３，６）－５

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

勝馬の
紹 介

エイブルブラッド 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１０．９．１８ 札幌１着

２００８．３．９生 牡３鹿 母 フサイチエイブル 母母 Stardusk ９戦２勝 賞金 ２０，６３７，０００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。

２２０５８ ７月３０日 晴 良 （２３函館２）第５日 第１０競走 ��
��２，０００�

ほ く よ う

北 洋 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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４４ コスモセンシティブ 牡３黒鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４５０＋ ８２：０１．５ ７．５�

３３ ヤマニンリップル 牝３黒鹿５２ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４６０＋ ２２：０１．６� ２．１�
１１ エムオークラウン 牡４栗 ５７ 丸田 恭介大浅 貢氏 高柳 瑞樹 日高 門別牧場 B４４６－１０ 〃 ハナ ３０．９�
２２ カリスマミッキー 牡３栗 ５４ 丸山 元気三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４８０＋ ４２：０２．０２� ３．７�
８８ ペプチドルパン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠沼川 一彦氏 境 直行 新ひだか 岡田牧場 ４７４＋ ２２：０２．３２ ６．２�
８９ ダッシュアキチャン 牝６黒鹿５５ 古川 吉洋遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５０＋ ２２：０２．４� ２４．９�
７７ ビップレジェンド 牡４栗 ５７ 松田 大作鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４５８－ ４２：０３．４６ ３３．４	
５５ ファンキータウン 牡３芦 ５４ 黛 弘人吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 土田農場 ５２２－ ６２：０４．０３� ８５．６

６６ コングラチュレート 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎谷田 元彦氏 須貝 尚介 新ひだか 福岡 清 ４６６± ０２：０５．８大差 １０．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： １８，２２４，２００円 複勝： ３０，０３９，３００円 枠連： １０，０５８，１００円

馬連： ４３，９５５，４００円 馬単： ３１，８９３，９００円 ワイド： １８，１３６，４００円

３連複： ４９，９５８，４００円 ３連単： １３４，３２７，１００円 計： ３３６，５９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ４９０円 枠 連（３－４） ９００円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２，３２０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ５，９６０円 ３ 連 単 ��� ２８，７６０円

票 数

単勝票数 計 １８２２４２ 的中 � １９４０１（４番人気）
複勝票数 計 ３００３９３ 的中 � ３０６１８（４番人気）� １１９９１３（１番人気）� ９５６８（８番人気）
枠連票数 計 １００５８１ 的中 （３－４） ８７９３（４番人気）
馬連票数 計 ４３９５５４ 的中 �� ４０９７６（３番人気）
馬単票数 計 ３１８９３９ 的中 �� １１１７１（８番人気）
ワイド票数 計 １８１３６４ 的中 �� １８３６２（２番人気）�� １８４６（２２番人気）�� ４９２３（１２番人気）
３連複票数 計 ４９９５８４ 的中 ��� ６１８９（１８番人気）
３連単票数 計１３４３２７１ 的中 ��� ３４４７（８９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１２．１―１２．５―１２．４―１２．３―１２．２―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．２―５９．７―１：１２．１―１：２４．４―１：３６．６―１：４８．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモセンシティブ �

父 シックスセンス �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．３１ 京都５着

２００８．３．３０生 牡３黒鹿 母 オートサリダ 母母 ヴェルクロパンティース １０戦２勝 賞金 １６，９８１，０００円

対象レース



２２０５９ ７月３０日 晴 良 （２３函館２）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�

いさりび

漁火ステークス
発走１５時２５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以
上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．０
１：４４．１

良

良

４４ アヴェンチュラ 牝３鹿 ５２ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９０＋２８１：４７．９ ３．３�

３３ シルクアーネスト 牡４栗 ５７ 藤田 伸二有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４９０＋ ２１：４８．３２� ２．９�
１１ エ ア ウ ル フ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４７２－１４１：４８．４� ７．５�
６７ タカラサンデー 牡５栗 ５７ 横山 典弘村山 義男氏 国枝 栄 新ひだか 幌村牧場 ５２４＋１６ 〃 クビ １５．７�
７１０ モ ズ 牡４青 ５７ 吉田 隼人�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４７０＋ ２１：４８．６１	 ６．２�
５６ マジックビクトリア 牝７鹿 ５５ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４６６＋ ４ 〃 クビ １０９．９	
６８ ドリームトラベラー 牡６鹿 ５７ 丸山 元気 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：４８．７クビ １８．１

５５ マイネルアトレ 牡６栗 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４８０± ０１：４９．０１� ５７．５�
７９ アサヒバロン 牡７鹿 ５７ 的場 勇人寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５２２＋ ２１：４９．２１	 ８４．８�
８１１ エナージバイオ 牡６栗 ５７ 丸田 恭介バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４５２－１２ 〃 クビ １０６．３
８１２
 ウォークラウン 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５２４－ ４１：４９．３クビ ７．１�
２２ バルバレスコ 牡８鹿 ５７ 四位 洋文北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４８０＋ ６１：４９．９３� １５１．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４２，１４５，８００円 複勝： ６１，９６３，０００円 枠連： ２６，５６８，６００円

馬連： １４９，６９１，２００円 馬単： ８４，０７１，４００円 ワイド： ５１，０５８，９００円

３連複： １７５，２２０，８００円 ３連単： ３６４，８７１，５００円 計： ９５５，５９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（３－４） ６５０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ６２０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� ６，２１０円

票 数

単勝票数 計 ４２１４５８ 的中 � １０１７８３（２番人気）
複勝票数 計 ６１９６３０ 的中 � ９５１１０（３番人気）� １７９９８２（１番人気）� ５７２７２（５番人気）
枠連票数 計 ２６５６８６ 的中 （３－４） ３２４１３（１番人気）
馬連票数 計１４９６９１２ 的中 �� １８２９８１（１番人気）
馬単票数 計 ８４０７１４ 的中 �� ４８０５７（３番人気）
ワイド票数 計 ５１０５８９ 的中 �� ５５５０３（１番人気）�� １９８９２（７番人気）�� ２８１５８（４番人気）
３連複票数 計１７５２２０８ 的中 ��� ９１７０２（３番人気）
３連単票数 計３６４８７１５ 的中 ��� ４３４０６（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３５．９―４８．１―１：００．１―１：１２．１―１：２４．１―１：３５．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アヴェンチュラ �
�
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 ２０１０．６．２０ 阪神１着

２００８．３．７生 牝３鹿 母 アドマイヤサンデー 母母 ムーンインディゴ ４戦２勝 賞金 ４７，９０１，０００円
〔制裁〕 アヴェンチュラ号の騎手池添謙一は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１番への進路影響）

２２０６０ ７月３０日 晴 良 （２３函館２）第５日 第１２競走 ��
��１，２００�

な な え は ま

七 重 浜 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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．０
１：０６．５

良

良

１１ ミオリチャン 牝４芦 ５５ 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４１６＋ ２１：０９．２ ４．６�

６１０ ステラーホープ 牝６鹿 ５５ 秋山真一郎 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４５２＋１０１：０９．４１ ２０．５�
６９ シセイハヤテ 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４６０－１２ 〃 ハナ １２．４�
４６ ノーワンエルス 牡４芦 ５７ 四位 洋文 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ５０４－ ６１：０９．５� ４６．４�
７１２ ウインバンディエラ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ １５．２	
２２ オレンジティアラ 牝４栗 ５５ 黛 弘人 �グリーンファーム 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：０９．６� ４．２

７１１ ティムガッド 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 上原 博之 門別 サンシャイン

牧場 ４９８± ０１：０９．７� １１．７�
５７ キョウエイアシュラ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４５８± ０１：０９．８クビ ３．２�
８１３ アイアンデューク 牡５芦 ５７ 池添 謙一栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ２０．２
３３ � メイショウフレアー 牡５青鹿５７ 吉田 隼人松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ １２４．４�
５８ � ニホンピロキリバス 	６栃栗５７ 小林 徹弥小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４６０＋１２ 〃 ハナ ２１８．２�
３４ メイショウバーモス 牡５青鹿５７ 松田 大作松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ５１８± ０１：１０．０１
 ２２．２�
８１４ ウッドシップ 牝３鹿 ５２ 丸山 元気小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４７６＋ ８１：１０．８５ ２３．７�
４５ 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± ０１：１１．２２� ２５．５�
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売 得 金

単勝： ３０，１４７，５００円 複勝： ５１，５０９，２００円 枠連： １９，８３３，５００円

馬連： ９１，３５０，６００円 馬単： ４９，４４２，７００円 ワイド： ３８，４５９，６００円

３連複： １１６，６０２，２００円 ３連単： ２０５，１３８，４００円 計： ６０２，４８３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２００円 � ４１０円 � ３７０円 枠 連（１－６） １，３００円

馬 連 �� ４，７００円 馬 単 �� ６，１８０円

ワ イ ド �� １，７５０円 �� １，２２０円 �� ２，８９０円

３ 連 複 ��� １５，３５０円 ３ 連 単 ��� ６０，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３０１４７５ 的中 � ５２６７９（３番人気）
複勝票数 計 ５１５０９２ 的中 � ８４０４２（３番人気）� ３０１８７（６番人気）� ３３６５５（５番人気）
枠連票数 計 １９８３３５ 的中 （１－６） １２０４５（５番人気）
馬連票数 計 ９１３５０６ 的中 �� １５３１６（１９番人気）
馬単票数 計 ４９４４２７ 的中 �� ５９１１（２１番人気）
ワイド票数 計 ３８４５９６ 的中 �� ５７７９（２１番人気）�� ８４５４（１１番人気）�� ３４３５（３５番人気）
３連複票数 計１１６６０２２ 的中 ��� ５６０８（５５番人気）
３連単票数 計２０５１３８４ 的中 ��� ２５１９（１９８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１０．９―１１．６―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．３―４４．９―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミオリチャン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２０ 中山１着

２００７．５．４生 牝４芦 母 ミスアルダント 母母 マ ガ ロ １５戦４勝 賞金 ６５，５３７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ノーワンエルス号の騎手三浦皇成は，負傷のため四位洋文に変更。

対象レース 対象レース



（２３函館２）第５日 ７月３０日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １４０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

１７９，０６０，０００円
３，２１０，０００円
６，１６０，０００円
１，１４０，０００円
１６，７３０，０００円
４８，８２６，０００円
３，６４０，０００円
１，３８６，０００円

勝馬投票券売得金
２２４，６８０，３００円
３６０，１６７，８００円
１２２，２２７，０００円
５１６，２９４，８００円
３５３，３７５，７００円
２２３，６２８，１００円
６６１，６５５，７００円
１，３４１，２５１，２００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 ３，８０３，２８０，６００円

総入場人員 ５，０６５名 （有料入場人員 ４，７０９名）


