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17025 6月22日 晴 良 （25函館1）第3日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

810 ブラックフライデー 牡3鹿 56
54 △菱田 裕二保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか 西村 和夫 462－ 61：47．8 26．4�

11 キセキノチャンス 牝3栗 54 吉田 隼人深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 478－ 41：47．9� 22．4�
77 ヒミノオオタカ 牡3鹿 56 松田 大作佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 468－ 4 〃 ハナ 1．5�
22 エルフショット �3青鹿56 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 478＋ 41：48．1� 16．4�
78 エーティーダンガン 牡3青鹿56 上村 洋行荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 464－ 2 〃 クビ 64．5�
89 セイミニスター 牡3鹿 56 村田 一誠金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 446－ 61：48．2� 14．6	
55 ドリームワン 牡3栗 56 勝浦 正樹ドリームホース� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 ハナ 6．0

66 レッドエンブレム 牡3黒鹿56 田中 博康 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488＋101：48．3クビ 30．4�
33 ファインユニバース 牡3栗 56

53 ▲横山 和生井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 470＋ 81：48．4� 6．8�
44 フリーマインド 牝3鹿 54 川須 栄彦上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 碧雲牧場 B422± 01：49．99 67．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 13，190，900円 複勝： 37，255，500円 枠連： 5，646，700円
馬連： 22，509，900円 馬単： 20，258，200円 ワイド： 12，712，300円
3連複： 32，588，800円 3連単： 73，923，200円 計： 218，085，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 460円 � 420円 � 110円 枠 連（1－8） 5，480円

馬 連 �� 14，720円 馬 単 �� 29，550円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 650円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 91，690円

票 数

単勝票数 計 131909 的中 � 3945（7番人気）
複勝票数 計 372555 的中 � 10062（7番人気）� 11257（6番人気）� 221529（1番人気）
枠連票数 計 56467 的中 （1－8） 761（15番人気）
馬連票数 計 225099 的中 �� 1129（28番人気）
馬単票数 計 202582 的中 �� 506（53番人気）
ワイド票数 計 127123 的中 �� 1166（23番人気）�� 5000（8番人気）�� 5525（5番人気）
3連複票数 計 325888 的中 ��� 4977（17番人気）
3連単票数 計 739232 的中 ��� 595（210番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．3―13．1―12．8―12．0―12．8―13．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．5―43．6―56．4―1：08．4―1：21．2―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックフライデー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．9．1 新潟7着

2010．2．26生 牡3鹿 母 マイティーボタン 母母 スルーザシーズン 7戦1勝 賞金 6，600，000円
〔制裁〕 ヒミノオオタカ号の騎手松田大作は，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30，000円。（被害馬：6番・3

番）

17026 6月22日 晴 良 （25函館1）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

47 ヒラボクロマンス 牝3栗 54 古川 吉洋�平田牧場 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 488＋ 21：09．3 18．7�
36 セイウンヒマワリ 牝3栗 54 柴山 雄一西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 中脇 満 386－ 41：09．51� 16．0�
24 ラブジョーイ 牝3青鹿54 伊藤 工真増田 陽一氏 星野 忍 新冠 中地 義次 430＋ 61：09．6� 17．3�
714 ニ シ ノ ニ カ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 474＋ 2 〃 クビ 3．3�
612 プライマリーカラー 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 418＋101：09．81� 3．5�
12 グロリエッテ 牝3鹿 54 松田 大作 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 462＋101：09．9� 18．9	
48 ハッピーシーショア 牝3鹿 54 木幡 初広道永 幸治氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 444－ 41：10．0� 11．1

11 サ ブ ラ タ 牝3黒鹿54 津村 明秀吉田 照哉氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 430＋121：10．1クビ 12．4�
59 タマモミツマメ 牝3黒鹿54 吉田 隼人タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 野坂牧場 420＋ 2 〃 クビ 62．4�
510 プリンセスオリーブ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太矢野喜代春氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 444－141：10．31� 190．6
611 ウインドエーデル 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二福原 正博氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：10．4� 7．4�
35 ワールドリーヴァ 牡3鹿 56 川須 栄彦�リーヴァ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム B412－16 〃 ハナ 15．9�
815 カンタベリーリュウ 牡3鹿 56 黛 弘人峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 494＋ 61：10．5� 39．9�
816 メイショウヒビキ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好�氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 378－ 21：10．71� 173．6�
713 ハイランドコンドル 牝3黒鹿54 田中 博康小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 406＋ 81：11．33� 152．6�
23 デルマザシキワラシ 牝3鹿 54 田中 勝春浅沼 廣幸氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 426－ 21：11．83 105．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，106，100円 複勝： 22，004，300円 枠連： 7，913，400円
馬連： 21，725，600円 馬単： 14，757，900円 ワイド： 13，229，100円
3連複： 34，896，300円 3連単： 48，868，200円 計： 176，500，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 590円 � 570円 � 470円 枠 連（3－4） 2，360円

馬 連 �� 13，040円 馬 単 �� 26，500円

ワ イ ド �� 3，570円 �� 2，750円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 32，480円 3 連 単 ��� 261，340円

票 数

単勝票数 計 131061 的中 � 5544（9番人気）
複勝票数 計 220043 的中 � 9797（10番人気）� 10176（9番人気）� 12725（7番人気）
枠連票数 計 79134 的中 （3－4） 2478（11番人気）
馬連票数 計 217256 的中 �� 1230（45番人気）
馬単票数 計 147579 的中 �� 411（87番人気）
ワイド票数 計 132291 的中 �� 905（47番人気）�� 1183（35番人気）�� 1836（24番人気）
3連複票数 計 348963 的中 ��� 793（106番人気）
3連単票数 計 488682 的中 ��� 138（787番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―11．4―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．2―45．6―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．1
3 ・（1，7）（4，8，11）6（2，14）9（3，15）12，13（10，16）5 4 7，1（4，8）（6，11）（2，14）（9，12）15（10，16）3－（13，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒラボクロマンス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．6．3 東京中止

2010．2．25生 牝3栗 母 ロマンスプレゼント 母母 ビューチフルロマン 7戦1勝 賞金 5，850，000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。
（非当選馬） 1頭 リネンスカイ号
（非抽選馬） 2頭 サイレントイン号・スターナイト号

第１回 函館競馬 第３日



17027 6月22日 晴 良 （25函館1）第3日 第3競走 ��1，700�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 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

711 ナリタロック 牡3栗 56 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 488＋ 81：46．2 1．5�
56 ケイリンチャンプ 牡3鹿 56 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 492－161：47．26 8．9�
68 トウケイポイント 牡3芦 56

53 ▲伴 啓太木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 504＋ 2 〃 クビ 13．4�
69 ゼロワンチャンプ 牡3鹿 56 吉田 隼人国田 正忠氏 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 B472＋ 21：48．15 6．4�
710 ベストブライアン 牡3黒鹿56 村田 一誠岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 434＋ 41：48．2クビ 21．3�
812 ウォーターパーク 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 446± 01：48．3� 17．2	

44 アルピナブルー 牝3鹿 54 勝浦 正樹 Him Rock Racing 田村 康仁 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 20．3

57 ティアサンシャイン 牝3青鹿54 田中 勝春岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 484± 01：49．15 17．1�
11 グラスリード 牡3青鹿 56

53 ▲横山 和生半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 442＋ 6 〃 ハナ 150．7
33 プリンセスナナミ 牝3栗 54 丸山 元気吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 524－ 41：49．2� 123．3�
813 ゴールドマズル 牡3鹿 56 古川 吉洋河村 祥史氏 土田 稔 登別 ユートピア牧場 444－101：49．3クビ 78．3�
22 トキンパンチ 牡3栗 56 柴山 雄一西村新一郎氏 蛯名 利弘 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 488－ 21：50．910 237．5�
45 ドリームアース 牡3鹿 56 田中 博康森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 472－ 21：52．8大差 345．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 14，009，300円 複勝： 38，166，700円 枠連： 7，510，600円
馬連： 21，070，800円 馬単： 20，856，000円 ワイド： 13，324，900円
3連複： 31，720，500円 3連単： 64，049，500円 計： 210，708，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 260円 枠 連（5－7） 390円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 270円 �� 350円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 6，360円

票 数

単勝票数 計 140093 的中 � 74474（1番人気）
複勝票数 計 381667 的中 � 236257（1番人気）� 24328（3番人気）� 17471（5番人気）
枠連票数 計 75106 的中 （5－7） 14522（2番人気）
馬連票数 計 210708 的中 �� 25690（2番人気）
馬単票数 計 208560 的中 �� 19852（2番人気）
ワイド票数 計 133249 的中 �� 13688（2番人気）�� 9782（4番人気）�� 1614（21番人気）
3連複票数 計 317205 的中 ��� 8533（10番人気）
3連単票数 計 640495 的中 ��� 7438（14番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．5―43．2―55．8―1：08．1―1：20．4―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタロック �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Woodman デビュー 2013．3．2 阪神5着

2010．2．17生 牡3栗 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー 4戦1勝 賞金 7，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームアース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月22日まで平地競

走に出走できない。

17028 6月22日 晴 良 （25函館1）第3日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時15分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

12 ラストタキオン 牡3栗 56 川須 栄彦山住 勲氏 矢作 芳人 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 456－101：48．9 3．3�

612 ミッキーマンデー 牡3栗 56 秋山真一郎三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 470＋ 41：49．11� 4．5�
59 スリーベラミ 牝3鹿 54 松田 大作永井商事� 橋田 満 新ひだか グランド牧場 440－ 41：49．2� 3．8�
35 マルイチワンダー 牡3栗 56 古川 吉洋小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 448＋101：49．51� 36．3�
713 スウィートアゲン 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 落合 一巳 478＋ 41：49．6	 44．7�
714 マーヴェリックス 牝3鹿 54 吉田 隼人市川 義美氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444＋12 〃 ハナ 20．6	
815
 マイネルハイネス 牡3栗 56

54 △菱田 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 仏 Mr Cyril

Morange B450± 0 〃 クビ 36．5

611 リリーローズ 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 61：49．81� 468．6�
11 ポールシッター 牡3青鹿56 藤田 伸二平川 浩之氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 21：49．9クビ 5．8�
816 タカラプリンス 牡3黒鹿56 丸山 元気村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 472＋ 61：50．0	 8．1
36 ロ ー ド ピ ス 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 460＋ 21：50．32 190．0�
24 ミッションコード 牝3黒鹿54 柴山 雄一 Him Rock Racing 松永 康利 えりも エクセルマネジメント 446± 01：50．83 79．6�
510 プードルデコール 牝3栗 54 荻野 琢真 �サンデーレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 21：51．01	 98．3�
47 スーサンタイガー 牡3栗 56 上村 洋行林 千枝子氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 444－201：51．63	 130．8�
23 テルミニスト 牡3黒鹿56 菅原 隆一加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 464＋ 21：52．02	 199．8�
48 プティアノンス 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政有限会社シルク和田 雄二 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 386± 0 （競走中止） 539．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，827，900円 複勝： 27，095，400円 枠連： 9，404，700円
馬連： 25，548，500円 馬単： 19，749，500円 ワイド： 15，895，400円
3連複： 37，927，400円 3連単： 60，768，200円 計： 213，217，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 150円 � 140円 枠 連（1－6） 660円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 360円 �� 360円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 5，100円

票 数

単勝票数 計 168279 的中 � 41095（1番人気）
複勝票数 計 270954 的中 � 46445（3番人気）� 47700（2番人気）� 58533（1番人気）
枠連票数 計 94047 的中 （1－6） 10550（2番人気）
馬連票数 計 255485 的中 �� 20693（3番人気）
馬単票数 計 197495 的中 �� 11305（2番人気）
ワイド票数 計 158954 的中 �� 10772（4番人気）�� 10926（3番人気）�� 12377（2番人気）
3連複票数 計 379274 的中 ��� 25770（1番人気）
3連単票数 計 607682 的中 ��� 8799（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．6―12．6―12．1―12．1―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．4―49．0―1：01．1―1：13．2―1：25．2―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3
5（3，10）（9，12）15（14，16）4，13（11，7）－1－2（6，8）・（5，10）12（3，9，15）（4，14，16，7）（11，1）13，2－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラストタキオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．8．18 札幌2着

2010．3．22生 牡3栗 母 リキマドレード 母母 Wink At Danger 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔競走中止〕 プティアノンス号は，3コーナーで騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。・・・〔制裁〕 プティアノンス号の騎手城戸義政は，競走中の御法（3コーナーで右あぶみを踏み外し，バランスをくずし落馬した）について

過怠金50，000円。
ミッションコード号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

※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。
（非当選馬） 2頭 アンカジャポニカ号・コスモカトルカール号
（非抽選馬） 1頭 レッドルーファス号



17029 6月22日 晴 良 （25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45分 （芝・右）

牝，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

11 シュシュブリーズ 牝2黒鹿54 秋山真一郎 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442 ―1：10．8 2．7�

33 マイネジュラメント 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 嶋田牧場 446 ―1：11．01� 8．9�

77 クールジョジョ 牝2黒鹿54 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 422 ― 〃 クビ 8．9�
88 ダイヤハート 牝2青鹿 54

51 ▲横山 和生大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 434 ―1：11．31� 61．3�
44 プラチナティアラ 牝2黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 小島牧場 434 ―1：11．4� 7．2	
89 オ ク リ モ ノ 牝2栗 54 柴山 雄一�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 478 ― 〃 クビ 27．5

55 ミカルベウス 牝2芦 54 丸田 恭介尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 488 ―1：11．5クビ 4．1�
22 アスカクイン 牝2栗 54 丸山 元気上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 452 ―1：11．92� 29．9�
66 ビューティガッキ 牝2栗 54 田中 勝春森田 謙一氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444 ―1：12．11� 5．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 12，938，500円 複勝： 16，796，100円 枠連： 4，903，400円
馬連： 18，867，400円 馬単： 17，190，800円 ワイド： 9，882，500円
3連複： 26，142，700円 3連単： 56，341，300円 計： 163，062，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 240円 � 220円 枠 連（1－3） 1，240円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 470円 �� 400円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 13，260円

票 数

単勝票数 計 129385 的中 � 38129（1番人気）
複勝票数 計 167961 的中 � 38899（1番人気）� 16287（6番人気）� 18006（5番人気）
枠連票数 計 49034 的中 （1－3） 2931（6番人気）
馬連票数 計 188674 的中 �� 10307（6番人気）
馬単票数 計 171908 的中 �� 5494（9番人気）
ワイド票数 計 98825 的中 �� 5304（6番人気）�� 6574（4番人気）�� 1963（17番人気）
3連複票数 計 261427 的中 ��� 5925（12番人気）
3連単票数 計 563413 的中 ��� 3138（45番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．5―11．6―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．3―46．9―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（7，8）（1，9）（5，4）3，6＝2 4 ・（7，8）（9，5）（1，4）（3，6）＝2

勝馬の
紹 介

シュシュブリーズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2011．2．17生 牝2黒鹿 母 ブリズデロートンヌ 母母 オータムブリーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17030 6月22日 晴 良 （25函館1）第3日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （ダート・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
58．6
57．7

良
重

11 タマモエスカルゴ 牝2青鹿54 田中 勝春タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 458 ―1：00．6 6．4�
22 フクノドリーム 牝2栗 54

51 ▲横山 和生福島 実氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 478 ―1：00．81� 2．0�
77 � サリレモンド 牡2栗 54 川須 栄彦�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

502 ―1：01．22	 6．9�
55 コスモチャイム 牡2黒鹿54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム 456 ― 〃 クビ 76．8�
44 アルマセクレタ 牡2鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 日高 日高大洋牧場 490 ―1：01．52 7．6�
66 フ ァ ビ ン 牝2鹿 54 吉田 隼人桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 450 ―1：02．03 7．7	
88 コスモクラヴィス 牡2鹿 54 大野 拓弥岡田 繁幸氏 和田 正道 新冠 対馬 正 498 ―1：02．1クビ 6．6

33 ディアボタン 牡2栗 54 村田 一誠ディアレスト 田中 剛 浦河 小島牧場 378 ―1：05．0大差 57．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 18，164，500円 複勝： 21，765，200円 枠連： 発売なし
馬連： 20，655，900円 馬単： 18，770，600円 ワイド： 10，196，800円
3連複： 23，621，400円 3連単： 64，279，400円 計： 177，453，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 150円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 210円 �� 500円 �� 260円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 5，770円

票 数

単勝票数 計 181645 的中 � 22401（2番人気）
複勝票数 計 217652 的中 � 27783（3番人気）� 95312（1番人気）� 28608（2番人気）
馬連票数 計 206559 的中 �� 32865（1番人気）
馬単票数 計 187706 的中 �� 10764（5番人気）
ワイド票数 計 101968 的中 �� 13827（1番人気）�� 4325（10番人気）�� 10254（3番人気）
3連複票数 計 236214 的中 ��� 21989（2番人気）
3連単票数 計 642794 的中 ��� 8225（16番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．7―23．9―36．0―48．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモエスカルゴ �

父 ケイムホーム �


母父 アグネスタキオン 初出走

2011．4．24生 牝2青鹿 母 チャームレディ 母母 ダンシングゴッデス 1戦1勝 賞金 7，000，000円



17031 6月22日 晴 良 （25函館1）第3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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

33 イースターパレード �4栗 57 荻野 琢真�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 490－141：44．4 1．8�
57 セ ン キ 牡4鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 474＋ 21：44．93 3．1�
22 � アスターピース 牡4栗 57 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 様似 猿倉牧場 486－ 81：45．53� 18．3�
812 マイネルバウンス 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 日高 下河辺牧場 490－ 4 〃 ハナ 35．2�
68 ピュアダイヤモンド 牝4青鹿55 黛 弘人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 468± 01：45．71	 81．9	
56 デルマエビス 牡4鹿 57 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 476＋ 2 〃 クビ 44．9

44 ナリタタイフーン 牡4鹿 57 丸田 恭介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 500＋ 61：45．91	 54．1�
813� リワードレブロン 牡5鹿 57

54 ▲横山 和生宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 480± 01：46．0� 76．0�

45 ペガサスフラッシュ 牡5栗 57
55 △菱田 裕二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 428－ 41：46．1
 23．9

69 ロレーヌクロス 牡3鹿 54 秋山真一郎有限会社シルク加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：46．2� 16．0�
711 ゲマインシャフト 牡3鹿 54 川須 栄彦丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 478＋ 41：47．05 36．6�
11 � マンボマーチ 牝3青鹿52 木幡 初広栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか グランド牧場 444＋ 6 〃 ハナ 246．3�
710 ドリームリーグ 牡4栗 57 大野 拓弥セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 508± 0 （競走中止） 12．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，689，800円 複勝： 28，540，900円 枠連： 8，306，400円
馬連： 33，093，700円 馬単： 22，349，700円 ワイド： 17，985，400円
3連複： 46，942，100円 3連単： 88，996，600円 計： 263，904，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 310円 枠 連（3－5） 190円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 130円 �� 640円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 4，620円

票 数

単勝票数 計 176898 的中 � 80017（1番人気）
複勝票数 計 285409 的中 � 95110（1番人気）� 72151（2番人気）� 13060（5番人気）
枠連票数 計 83064 的中 （3－5） 32515（1番人気）
馬連票数 計 330937 的中 �� 117160（1番人気）
馬単票数 計 223497 的中 �� 44222（1番人気）
ワイド票数 計 179854 的中 �� 58655（1番人気）�� 4882（6番人気）�� 4593（9番人気）
3連複票数 計 469421 的中 ��� 27884（4番人気）
3連単票数 計 889966 的中 ��� 14239（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．0―42．0―54．1―1：06．6―1：19．1―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イースターパレード �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．9．3 札幌8着

2009．1．27生 �4栗 母 インディパレード 母母 Fashion Setter 12戦3勝 賞金 26，600，000円
〔競走中止〕 ドリームリーグ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オズフェスト号・ディアルーモ号・マイネルドメニカ号

17032 6月22日 晴 良 （25函館1）第3日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 サトノプレジデント �4黒鹿57 藤田 伸二里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474－102：01．1 2．2�
22 � キングズクエスト �4栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 22：01．52� 24．5�
44 マ デ イ ラ 牡4栗 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：01．6	 16．7�
11 プリュムローズ 牝4鹿 55 古川 吉洋野島 春男氏 庄野 靖志 日高 野島牧場 478＋182：01．7	 6．2�
88 マイネルバランシン 牡3黒鹿 54

52 △菱田 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 484＋ 42：01．8� 17．2	

89 ストラスペイ 牝4鹿 55 伊藤 工真 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 476＋ 82：02．01 4．6

66 アンサンブル 牝5黒鹿55 荻野 琢真�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 444± 02：02．21
 74．7�
77 マイネルカーミン 牡4黒鹿57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B504＋102：02．41
 22．7�
55 ラ プ タ 牡3鹿 54 村田 一誠杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 484－ 22：02．72 5．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 16，766，500円 複勝： 26，354，500円 枠連： 5，580，800円
馬連： 25，876，400円 馬単： 22，226，200円 ワイド： 15，394，900円
3連複： 35，406，000円 3連単： 88，530，600円 計： 236，135，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 470円 � 300円 枠 連（2－3） 2，250円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 750円 �� 540円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 24，660円

票 数

単勝票数 計 167665 的中 � 61955（1番人気）
複勝票数 計 263545 的中 � 65323（1番人気）� 11566（8番人気）� 20471（5番人気）
枠連票数 計 55808 的中 （2－3） 1832（9番人気）
馬連票数 計 258764 的中 �� 8583（9番人気）
馬単票数 計 222262 的中 �� 5655（13番人気）
ワイド票数 計 153949 的中 �� 5161（9番人気）�� 7492（7番人気）�� 1233（29番人気）
3連複票数 計 354060 的中 ��� 4423（19番人気）
3連単票数 計 885306 的中 ��� 2650（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．0―48．3―1：00．7―1：13．4―1：25．8―1：37．7―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノプレジデント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．9 中山8着

2009．3．16生 �4黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 16戦2勝 賞金 32，520，000円



17033 6月22日 曇 良 （25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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

11 ナムラドキョウ 牡3芦 54 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 500＋ 21：46．0 9．1�
55 � マヤノカデンツァ 牡4栗 57 田中 勝春田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 466± 01：46．1� 17．1�
56 � エルヘイロー 牡5黒鹿57 柴山 雄一吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 494－ 61：46．41� 16．8�
811 カノヤプレジデント �3鹿 54 田中 博康神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 456－ 81：46．71� 23．6�
710 アポロダッシュ 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 456－ 6 〃 クビ 1．6�
22 ウインバーディ 牡3鹿 54 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 41：47．01� 92．8	
812 オズフェスト 牡5芦 57 伊藤 工真
ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 496± 01：47．42	 83．6�
33 サイズミックレディ 牝5鹿 55 四位 洋文細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 494－ 21：47．5� 5．4�
44 マンハッタンコード 牡4鹿 57 吉田 隼人林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 ハナ 13．7
79 アグネスローザ 牝4鹿 55

53 △菱田 裕二渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 432＋161：47．81� 97．5�
67 ローレルベロボーグ 牡3黒鹿54 川島 信二 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 486± 01：48．01
 17．5�
68 サスティナブル 牡6鹿 57 津村 明秀星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 528－ 41：49．27 96．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，841，900円 複勝： 64，193，700円 枠連： 8，942，900円
馬連： 33，061，900円 馬単： 30，910，800円 ワイド： 17，972，100円
3連複： 50，332，800円 3連単： 109，409，300円 計： 334，665，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 520円 � 810円 � 760円 枠 連（1－5） 4，480円

馬 連 �� 7，940円 馬 単 �� 14，490円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，970円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 26，050円 3 連 単 ��� 167，180円

票 数

単勝票数 計 198419 的中 � 17291（3番人気）
複勝票数 計 641937 的中 � 33907（3番人気）� 20519（6番人気）� 21945（5番人気）
枠連票数 計 89429 的中 （1－5） 1474（10番人気）
馬連票数 計 330619 的中 �� 3076（20番人気）
馬単票数 計 309108 的中 �� 1575（31番人気）
ワイド票数 計 179721 的中 �� 2707（14番人気）�� 2242（22番人気）�� 2557（18番人気）
3連複票数 計 503328 的中 ��� 1426（67番人気）
3連単票数 計1094093 的中 ��� 483（312番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．5―13．1―12．6―11．9―12．3―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．9―44．0―56．6―1：08．5―1：20．8―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．5
1
3
3，6（2，7）10（8，9）－（1，4）（5，12）11・（3，6，5）（2，7，10）（1，8）（4，9，12）11

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

勝馬の
紹 介

ナムラドキョウ �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2012．6．23 函館6着

2010．6．4生 牡3芦 母 ナムラヒミコ 母母 ダイナハニー 14戦2勝 賞金 19，900，000円
※オズフェスト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17034 6月22日 曇 良 （25函館1）第3日 第10競走 ��1，800�
ゆ う ら っ ぷ

遊 楽 部 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

35 エアジェルブロワ 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：47．6 5．5�
47 � スターリットスカイ 牝5栗 55 柴山 雄一永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：47．81� 32．3�
11 アラドヴァル 牝4青 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 454＋ 61：48．01� 3．0�
58 フラゴリーネ 牝4鹿 55 川須 栄彦 �キャロットファーム 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 414－ 41：48．1� 19．3�
611 スリーアフロディテ 牝4鹿 55 荻野 琢真永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 504＋ 61：48．2	 4．8	
59 キョウワレイ 牝4鹿 55 上村 洋行�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 466－10 〃 ハナ 154．4

22 ダノンビーナス 牝3鹿 52 丸山 元気�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 416＋ 61：48．41� 31．8�
23 ウ ア ジ ェ ト 牝5黒鹿55 秋山真一郎岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 488± 01：48．61� 35．4�
815 ピクシーホロウ 牝3鹿 52 菱田 裕二吉田 和美氏 大竹 正博 新冠 若林牧場 482＋ 41：48．81� 8．3
610 ワタシマッテルワ 牝4鹿 55 松田 大作�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 454＋161：49．01� 36．0�
46 セ シ リ ア 牝4栗 55 丸田 恭介田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 440± 01：49．1� 8．0�
34 ア ガ サ 牝3青 52 津村 明秀上野 直樹氏 小野 次郎 日高 社台ファーム 498＋241：49．2	 148．6�
814 フジドリーム 牝4鹿 55 丹内 祐次藤田 達男氏 清水 英克 新冠 イワミ牧場 422－ 61：49．41 277．6�
712 ダブルファンタジー 牝3栗 52 大野 拓弥安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 492＋ 21：49．5	 41．2�
713 マコトサンパギータ 牝5栗 55 藤田 伸二尾田左知子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 468－ 21：50．88 13．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，602，600円 複勝： 38，472，600円 枠連： 12，503，300円
馬連： 54，998，600円 馬単： 30，143，800円 ワイド： 23，352，300円
3連複： 69，620，700円 3連単： 116，537，500円 計： 366，231，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 610円 � 160円 枠 連（3－4） 1，660円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 11，710円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 420円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 6，340円 3 連 単 ��� 55，100円

票 数

単勝票数 計 206026 的中 � 30049（3番人気）
複勝票数 計 384726 的中 � 56669（3番人気）� 12023（8番人気）� 81221（1番人気）
枠連票数 計 125033 的中 （3－4） 5576（9番人気）
馬連票数 計 549986 的中 �� 12338（13番人気）
馬単票数 計 301438 的中 �� 1900（43番人気）
ワイド票数 計 233523 的中 �� 2429（30番人気）�� 15223（2番人気）�� 4223（16番人気）
3連複票数 計 696207 的中 ��� 8108（22番人気）
3連単票数 計1165375 的中 ��� 1561（187番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．3―11．7―12．4―12．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．1―47．4―59．1―1：11．5―1：23．8―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．1
1
3
・（3，6）（5，8）（12，15）7，11，9，1（10，13）2，4＝14
15（5，8）6（7，12）（3，11）（9，1，13）（2，10）4＝14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エアジェルブロワ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．3．24 阪神1着

2009．2．5生 牝4黒鹿 母 アルバローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 6戦3勝 賞金 24，250，000円



17035 6月22日 曇 良 （25函館1）第3日 第11競走 ��
��1，700�

つ が る か い き ょ う

津 軽 海 峡 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

56 キタサンシンガー 牡4芦 57 荻野 琢真�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 502－101：45．0 4．5�
69 ハ ル カ フ ジ 牡5鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 484＋161：45．42� 26．3�
11 ヒラボクマジック 牡5黒鹿57 秋山真一郎�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 492－ 8 〃 アタマ 3．3�
57 アンティークカラー 牝5栗 55 吉田 隼人太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 466＋101：45．5	 20．2�
44 テルミーホワイ 牡6鹿 57 菱田 裕二薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 492＋ 21：45．71 10．2	
45 トリニティチャーチ 
5鹿 57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 21：45．8� 25．4

22 イーグルカザン 牡5鹿 57 川須 栄彦山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 520＋28 〃 クビ 15．1�
33 ジェットヴォイス 牡6鹿 57 丸田 恭介本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 496± 01：45．9クビ 83．9�
68 ヒルノクオリア 牡3鹿 54 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 462± 0 〃 アタマ 3．9
812 ビタースウィート 牝6鹿 55 勝浦 正樹�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 454－ 2 〃 クビ 46．9�
710� サクラキングオー 牡7栗 57 丸山 元気�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 508± 01：46．32� 155．1�
813 フィールザラブ 牝4栗 55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 428＋201：46．4クビ 7．8�
711 シャイニーダンディ 牡5青鹿57 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド B470－ 41：46．5� 59．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，203，900円 複勝： 54，093，300円 枠連： 24，809，000円
馬連： 103，527，500円 馬単： 59，453，300円 ワイド： 40，820，000円
3連複： 140，110，300円 3連単： 251，077，700円 計： 706，095，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 540円 � 150円 枠 連（5－6） 620円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 7，270円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 300円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 28，090円

票 数

単勝票数 計 322039 的中 � 56531（3番人気）
複勝票数 計 540933 的中 � 96215（2番人気）� 18223（9番人気）� 124292（1番人気）
枠連票数 計 248090 的中 （5－6） 29999（2番人気）
馬連票数 計1035275 的中 �� 16377（19番人気）
馬単票数 計 594533 的中 �� 6042（28番人気）
ワイド票数 計 408200 的中 �� 8024（15番人気）�� 39200（1番人気）�� 7456（17番人気）
3連複票数 計1401103 的中 ��� 23611（15番人気）
3連単票数 計2510777 的中 ��� 6598（86番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．4―43．0―55．6―1：08．1―1：20．3―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3
8，9，6（7，10）（12，13）－4，5，11（3，2）－1・（8，9）（6，10，13）2（12，7，4）（5，1）（3，11）

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

勝馬の
紹 介

キタサンシンガー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．11．20 新潟3着

2009．3．22生 牡4芦 母 キタサンラブソング 母母 オリンピアデュカキス 18戦4勝 賞金 46，357，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アルセーヌシチー号
（非抽選馬） 9頭 アールシネマスタア号・スズカヴィグラス号・ダノンゴールド号・トウカイノーマル号・トップオブカハラ号・

ドリームザネクスト号・ニチリンローレル号・ニホンピロララバイ号・ハリマノワタリドリ号

17036 6月22日 曇 良 （25函館1）第3日 第12競走 ��
��1，200�

お し ゃ ま ん べ

長 万 部 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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

24 ヤマニンプチガトー 牝4栗 55 藤田 伸二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 478－ 21：08．9 4．0�
59 ピグマリオン 牡4鹿 57 田中 勝春 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 2 〃 クビ 5．3�
611� イヤーオブドラゴン 牡3鹿 54 丸山 元気窪田 康志氏 大竹 正博 米 Sally An-

dersen 504－ 4 〃 アタマ 26．1�
48 オオタニジムチョウ 牡4黒鹿57 竹之下智昭國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 458± 01：09．11 12．7�
47 ブランダムール 牝4栗 55 四位 洋文�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 446± 01：09．2	 3．8�
11 コトブキゴールド 牡3鹿 54 丸田 恭介尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 446± 01：09．41
 22．9	
612 スーパーアース 牝3黒鹿52 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 458＋ 41：09．5クビ 9．8

713 トウシンヴィーナス 牝3青鹿52 吉田 隼人�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 412＋ 4 〃 ハナ 19．4�
36 プリティーキャロル 牝3芦 52 伊藤 工真伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 444＋ 41：09．71
 58．8
815� リネンヴィヴィッド 牡4鹿 57 秋山真一郎戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 516＋ 6 〃 ハナ 115．0�
35 エイプリルメロディ 牝3黒鹿52 黛 弘人岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 458＋ 41：09．8� 128．3�
510 サウスビクトル 牡4黒鹿57 木幡 初広南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 458－ 21：09．9� 6．0�
12 � クリノモンテローザ 牝4栗 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 464－ 8 〃 アタマ 166．0�
714 タイヨウパフューム 牝5鹿 55 菱田 裕二小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 392＋ 6 〃 ハナ 47．2�
23 ステラビアンカ 牡3栗 54 川島 信二�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 442＋ 21：10．11
 99．0�
816� ヘンゲンジザイ 牝3鹿 52 荻野 琢真髙橋 仁氏 大江原 哲 日高 沖田牧場 502－ 21：10．63 322．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，828，600円 複勝： 46，772，800円 枠連： 20，406，300円
馬連： 65，387，800円 馬単： 40，827，800円 ワイド： 31，567，400円
3連複： 88，192，500円 3連単： 160，829，400円 計： 480，812，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 200円 � 640円 枠 連（2－5） 530円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，150円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 10，340円 3 連 単 ��� 38，000円

票 数

単勝票数 計 268286 的中 � 54023（2番人気）
複勝票数 計 467728 的中 � 94015（1番人気）� 66396（4番人気）� 14243（9番人気）
枠連票数 計 204063 的中 （2－5） 28495（2番人気）
馬連票数 計 653878 的中 �� 48780（2番人気）
馬単票数 計 408278 的中 �� 15460（3番人気）
ワイド票数 計 315674 的中 �� 20027（2番人気）�� 3431（24番人気）�� 3313（25番人気）
3連複票数 計 881925 的中 ��� 6297（32番人気）
3連単票数 計1608294 的中 ��� 3124（120番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．4―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．3
3 ・（1，6）10（2，7，11）（4，12）13（3，5）9，8，15，16－14 4 1，6（2，10）（7，11）（4，12）13（3，5，9）8，15－16，14

勝馬の
紹 介

ヤマニンプチガトー �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．10．9 京都6着

2009．2．5生 牝4栗 母 ヤマニンプチフール 母母 ワンオブアクライン 17戦3勝 賞金 45，053，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サマーフェニックス号
（非抽選馬） 3頭 サンライズサルーテ号・パワフルラリマー号・ユキノラムセス号



（25函館1）第3日 6月22日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 150頭 本 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

168，180，000円
9，780，000円
1，540，000円
14，880，000円
53，000，000円
3，900，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
222，170，500円
421，511，000円
115，927，500円
446，324，000円
317，494，600円
222，333，100円
617，501，500円
1，183，610，900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 3，546，873，100円

総入場人員 4，555名 （有料入場人員 4，031名）
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