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17061 6月30日 晴 良 （25函館1）第6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）

牝，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

33 ファストソング 牝3栗 54 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 486＋ 81：47．7 1．7�
11 ティアップサニー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 468－ 41：48．23 6．6�
710 ナデシコノハナ 牝3栗 54 丹内 祐次石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 440＋ 41：48．73 29．1�
813 エリモフローラ 牝3黒鹿54 丸山 元気山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 480± 01：48．8� 8．0�
22 ケイアイリーラ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 富田牧場 444＋ 4 〃 クビ 141．6�
57 フリティラリア 牝3芦 54 津村 明秀有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428± 0 〃 ハナ 26．0�
69 ナ ト ゥ ー ラ 牝3鹿 54 田中 博康 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 日高 オリオンファーム 430－ 41：48．9� 304．3

56 ネクストフラワー 牝3栗 54

51 ▲横山 和生吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム 472＋201：49．64 21．5�
68 ナオミノエガオ 牝3栗 54 岩田 康誠塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 466－ 21：49．7� 6．8�
812 イニシャルダブル 牝3鹿 54 吉田 隼人 社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 416＋ 4 〃 アタマ 41．9�
711 メイショウキリコ 牝3鹿 54 勝浦 正樹松本 好雄氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 524－ 21：49．91� 15．8�
45 トーホウリンドウ 牝3黒鹿54 北村 宏司東豊物産	 田中 清隆 新ひだか 片山牧場 468－ 4 〃 ハナ 72．6�
44 オ ク タ ー ヴ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太名古屋友豊	 作田 誠二 日高 白井牧場 432－ 81：54．9大差 275．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，681，800円 複勝： 36，034，200円 枠連： 8，195，900円
馬連： 28，417，200円 馬単： 24，293，500円 ワイド： 16，925，700円
3連複： 47，750，700円 3連単： 90，070，800円 計： 269，369，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 370円 枠 連（1－3） 620円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 290円 �� 530円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 7，100円

票 数

単勝票数 計 176818 的中 � 84651（1番人気）
複勝票数 計 360342 的中 � 178155（1番人気）� 41654（2番人気）� 12737（6番人気）
枠連票数 計 81959 的中 （1－3） 9881（3番人気）
馬連票数 計 284172 的中 �� 34122（2番人気）
馬単票数 計 242935 的中 �� 20748（2番人気）
ワイド票数 計 169257 的中 �� 16431（2番人気）�� 7767（6番人気）�� 2794（16番人気）
3連複票数 計 477507 的中 ��� 14699（8番人気）
3連単票数 計 900708 的中 ��� 9367（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．3―43．5―56．5―1：09．2―1：22．2―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファストソング �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 カリズマティック デビュー 2012．12．1 中京12着

2010．5．11生 牝3栗 母 ステッバイステップ 母母 オ ル ビ タ ル 9戦1勝 賞金 10，200，000円
〔発走状況〕 フリティラリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オクターヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月31日まで平地競走に

出走できない。

17062 6月30日 晴 良 （25函館1）第6日 第2競走 ��1，000�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 4，600，000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
57．7
57．1

重
稍重

55 バ ン ビ ア イ 牝3鹿 54 北村 宏司北所 直人氏 大江原 哲 新ひだか 嶋田牧場 448－ 2 59．5 14．2�
710 クラウンプルートゥ 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太�クラウン 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 460＋ 6 59．6� 5．5�

22 レーヴイマージン 牝3栗 54 上村 洋行村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 聖心台牧場 450－ 8 〃 クビ 6．3�
79 バクシンパワー �3鹿 56

53 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 462＋ 8 〃 ハナ 2．0�
68 プレシャスデイズ 牝3栗 54

51 ▲横山 和生 �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 426－ 21：00．13 82．2	

812 シキランマン 牝3栗 54 丸田 恭介髙樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 412＋ 41：00．63 28．6

33 メイショウバイシ 牝3黒鹿54 荻野 琢真松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 三嶋牧場 406± 01：00．7� 24．6�
811 ドニゼッティ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 4 〃 ハナ 6．0�
67 ヨベルシチー 牡3黒鹿56 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 442＋ 41：01．02 58．2
44 ハッピーリース 牡3栗 56 岩田 康誠田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 佐々木 康治 B510－101：01．63� 21．2�
56 ホンズイーン 牝3鹿 54 丹内 祐次芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 418－ 81：05．3大差 109．3�

（11頭）
11 バ ー ニ ー ズ 牡3栗 56 三浦 皇成村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B482＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 10，458，100円 複勝： 18，769，900円 枠連： 4，275，200円
馬連： 13，158，700円 馬単： 10，311，100円 ワイド： 7，688，000円
3連複： 14，524，000円 3連単： 24，703，300円 計： 103，888，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 340円 � 200円 � 240円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 9，930円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，160円 �� 870円

3 連 複 ��� 8，730円 3 連 単 ��� 60，370円

票 数

単勝票数 差引計 104581（返還計 37989） 的中 � 5812（5番人気）
複勝票数 差引計 187699（返還計 54888） 的中 � 13033（5番人気）� 27773（2番人気）� 20793（4番人気）
枠連票数 差引計 42752（返還計 39875） 的中 （5－7） 4640（4番人気）
馬連票数 差引計 131587（返還計120530） 的中 �� 2061（16番人気）
馬単票数 差引計 103111（返還計102636） 的中 �� 767（34番人気）
ワイド票数 差引計 76880（返還計 73128） 的中 �� 1321（17番人気）�� 1632（12番人気）�� 2226（10番人気）
3連複票数 差引計 145240（返還計234813） 的中 ��� 1229（30番人気）
3連単票数 差引計 247033（返還計421721） 的中 ��� 302（196番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．3―35．0―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ン ビ ア イ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Grand Slam デビュー 2012．10．21 東京8着

2010．5．11生 牝3鹿 母 ディアーブリーズ 母母 Sultry Sonnet 4戦1勝 賞金 4，600，000円
〔競走除外・発走状況〕 バーニーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔四肢挫創〕を発症したため競走除

外。発走時刻6分遅延。
ヨベルシチー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔制裁〕 レーヴイマージン号の騎手上村洋行は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 バーニーズ号は，平成25年7月1日から平成25年7月30日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔調教再審査〕 ヨベルシチー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホンズイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月31日まで平地競走

に出走できない。

第１回 函館競馬 第６日



17063 6月30日 晴 良 （25函館1）第6日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時50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

713 シ ュ ウ ギ ン 牝3鹿 54 吉田 隼人荒木隆之介氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 430＋ 41：09．8 4．0�

36 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± 01：09．9� 14．7�
510 レイヌドネージュ 牝3鹿 54 松田 大作 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 482－ 21：10．0� 5．5�
612 ナイスキャッチ 牝3栗 54 丸山 元気吉田 千津氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 412－ 8 〃 クビ 40．3�
23 リネンスカイ 牝3鹿 54 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 464＋ 6 〃 ハナ 17．2�
24 ビーフィットウォー 牝3青鹿54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋ 61：10．21� 2．5	
35 ス タ ー ボ ウ 牝3鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 高橋 裕 新冠 タニグチ牧場 456－ 61：10．3� 59．6

48 タイセイブロンド 牝3栗 54 上村 洋行田中 成奉氏 羽月 友彦 新ひだか 畠山牧場 456± 01：10．4� 225．5�
816 ダイキチサブロウ 牡3栗 56 津村 明秀西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 476＋ 2 〃 アタマ 20．3�
59 メ ネ フ ネ 牝3栗 54 黛 弘人藤沼 利夫氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 436± 01：10．5クビ 108．5
714 タオルチャン 牝3栗 54

51 ▲横山 和生加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 432＋ 8 〃 アタマ 14．7�
611 アナザーガール 牝3栗 54 勝浦 正樹薪浦 亨氏 牧田 和弥 安平 吉田 三郎 406－ 81：10．6� 243．3�
815 リリーゴーゴー 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 438＋ 4 〃 ハナ 116．2�
12 サイレントイン 牝3鹿 54 川島 信二矢野喜代春氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 466＋ 81：10．81� 9．3�
11 メイショウスイート 牝3鹿 54 竹之下智昭松本 好�氏 千田 輝彦 浦河 多田 善弘 464＋ 41：11．22� 195．6�
47 スターナイト 	3鹿 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 泊 寿幸 B444－ 21：12．47 412．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，852，400円 複勝： 28，514，700円 枠連： 9，218，500円
馬連： 29，036，300円 馬単： 21，346，600円 ワイド： 16，692，500円
3連複： 42，309，600円 3連単： 66，194，800円 計： 230，165，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 350円 � 180円 枠 連（3－7） 1，980円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 800円 �� 400円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 24，500円

票 数

単勝票数 計 168524 的中 � 33890（2番人気）
複勝票数 計 285147 的中 � 59206（2番人気）� 16702（6番人気）� 43101（3番人気）
枠連票数 計 92185 的中 （3－7） 3443（9番人気）
馬連票数 計 290363 的中 �� 7911（12番人気）
馬単票数 計 213466 的中 �� 3139（18番人気）
ワイド票数 計 166925 的中 �� 5011（8番人気）�� 11381（2番人気）�� 3938（15番人気）
3連複票数 計 423096 的中 ��� 6950（13番人気）
3連単票数 計 661948 的中 ��� 1994（67番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．7―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．7―45．4―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ュ ウ ギ ン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Theatrical デビュー 2012．6．16 函館6着

2010．4．16生 牝3鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 9戦1勝 賞金 6，900，000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） 4頭 アイティコスモス号・サブラタ号・タガノゴッデス号・プードルデコール号

17064 6月30日 晴 良 （25函館1）第6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 4，600，000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

77 セルリアンサーロス 牡3栗 56 丸田 恭介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 496± 01：47．0 6．6�
66 ク ロ ノ マ ン 牡3青鹿56 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 452＋ 61：47．42� 4．8�
11 プリズンブレーク 牡3青 56 北村 宏司細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 B432－ 41：47．5� 22．0�
44 ペプチドウインド 牡3鹿 56 川島 信二沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 448－ 61：47．71� 1．7�
89 テイエムクロジシ 牡3青 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 462－ 2 〃 クビ 16．9	
33 キクノセントロ 牡3栗 56 川須 栄彦菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 466＋ 81：47．91 7．0

22 テルミニスト 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 462－ 21：48．53� 166．2�
78 キーンオレンジ 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B462＋ 41：49．56 160．9�
810 プラスティックボム 牡3鹿 56 勝浦 正樹 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 494± 01：50．24 62．6
55 タイセイスカイ 牡3鹿 56 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 B464＋ 21：52．1大差 26．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，386，600円 複勝： 22，722，900円 枠連： 7，020，700円
馬連： 22，859，900円 馬単： 22，700，300円 ワイド： 15，255，900円
3連複： 35，116，700円 3連単： 80，763，500円 計： 224，826，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 170円 � 340円 枠 連（6－7） 1，360円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 410円 �� 930円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 24，220円

票 数

単勝票数 計 183866 的中 � 22110（3番人気）
複勝票数 計 227229 的中 � 36991（3番人気）� 40158（2番人気）� 14218（6番人気）
枠連票数 計 70207 的中 （6－7） 3821（5番人気）
馬連票数 計 228599 的中 �� 14254（4番人気）
馬単票数 計 227003 的中 �� 5721（10番人気）
ワイド票数 計 152559 的中 �� 10083（4番人気）�� 3911（11番人気）�� 3828（12番人気）
3連複票数 計 351167 的中 ��� 5371（16番人気）
3連単票数 計 807635 的中 ��� 2461（75番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．1―43．2―56．3―1：09．2―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4F50．7―3F37．8
1
3
5（2，7）－（6，10）－3，1，4（8，9）
7（5，3，1）10（2，6，9）（8，4）

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

勝馬の
紹 介

セルリアンサーロス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．16 中京4着

2010．2．28生 牡3栗 母 ゴシップクイーン 母母 レディゴシップ 8戦1勝 賞金 10，160，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月31日まで平地競走

に出走できない。



17065 6月30日 晴 良 （25函館1）第6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

66 ク リ ス マ ス 牝2黒鹿54 丸山 元気森田 謙一氏 斎藤 誠 新冠 アラキフアーム 418 ―1：09．3レコード 4．1�
11 デンコウウノ 牡2鹿 54 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 478 ―1：10．47 2．7�
77 � ラナウェイビート 牡2鹿 54 松田 大作平本 敏夫氏 矢作 芳人 米

Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

490 ―1：10．71� 3．6�
44 パレスハリケーン 牡2黒鹿54 藤田 伸二坂本 肇氏 佐山 優 むかわ 佐久間 孝司 460 ―1：11．12	 21．4�
33 コスモソラフネ 牡2芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 446 ―1：11．31
 7．3�
22 ハ ッ ツ オ フ 牡2鹿 54 勝浦 正樹 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 464 ―1：11．51
 15．6

88 ノックアバウト 牡2鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ―1：11．6	 13．5�
55 ト ッ ト コ 牡2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二中辻 明氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 422 ―1：11．92 22．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 12，623，500円 複勝： 15，336，600円 枠連： 発売なし
馬連： 22，033，100円 馬単： 17，530，100円 ワイド： 9，478，900円
3連複： 25，818，700円 3連単： 61，743，300円 計： 164，564，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 220円 �� 240円 �� 210円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 2，690円

票 数

単勝票数 計 126235 的中 � 24578（3番人気）
複勝票数 計 153366 的中 � 27791（3番人気）� 42714（1番人気）� 34926（2番人気）
馬連票数 計 220331 的中 �� 30368（2番人気）
馬単票数 計 175301 的中 �� 12195（3番人気）
ワイド票数 計 94789 的中 �� 11025（2番人気）�� 9344（3番人気）�� 11826（1番人気）
3連複票数 計 258187 的中 ��� 42694（1番人気）
3連単票数 計 617433 的中 ��� 16984（5番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．2―11．4―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―34．8―46．2―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．5
3 6，7（3，1）－2－（5，8）4 4 6（7，1）3－2－（5，8）4
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ク リ ス マ ス 
�
父 バ ゴ 

�
母父 ステイゴールド 初出走

2011．3．4生 牝2黒鹿 母 アラマサスナイパー 母母 ターミナルフラワー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 コスモソラフネ号の騎手三浦皇成は，負傷のため丹内祐次に変更。

17066 6月30日 晴 良 （25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12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 7，200，000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
57．7
57．1

重
稍重

811� コーリンハッピー 牝5芦 55 村田 一誠伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 474＋ 4 59．1 10．4�
44 ヴェアリアスムーン 牡4栗 57 川須 栄彦小林 秀樹氏 田島 良保 新冠 三村 卓也 500＋ 4 〃 クビ 2．3�
812 オーバーザムーン 牝4鹿 55 黛 弘人�日進牧場 矢野 照正 浦河 成隆牧場 454＋ 4 59．2� 171．4�
710 パワフルラリマー 牝4栗 55 岩田 康誠友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 484－ 6 59．41 4．7�
22 トミケンスプリング 牝4青鹿55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 B478－10 59．5� 10．6�
55 ジョーラプター 牡4鹿 57 吉田 隼人上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 474＋ 2 〃 クビ 12．6	
68 ドレッシースタイル 牡3青鹿54 木幡 初広 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 472＋ 2 59．6クビ 17．6�
56 メイショウヒメユリ 牝4青鹿55 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 428－ 6 59．7� 150．8�
79 プリティウイッチ 牝3鹿 52 丸山 元気平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 468－ 61：00．12� 15．6
11 サマーハピネス 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二セゾンレースホース
 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 512＋ 41：00．2� 7．4�
67 バ ヤ ル 牝3鹿 52

49 ▲伴 啓太杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 448＋ 61：00．3� 21．1�
33 ディアルーモ 牝3鹿 52 北村 宏司ディアレスト 池上 昌弘 新ひだか 大典牧場 468± 0 〃 クビ 46．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，373，100円 複勝： 31，746，800円 枠連： 8，134，800円
馬連： 30，743，300円 馬単： 24，912，900円 ワイド： 18，755，300円
3連複： 46，073，600円 3連単： 82，989，700円 計： 263，729，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 220円 � 150円 � 3，910円 枠 連（4－8） 1，030円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 410円 �� 10，650円 �� 6，450円

3 連 複 ��� 43，600円 3 連 単 ��� 275，890円

票 数

単勝票数 計 203731 的中 � 15493（4番人気）
複勝票数 計 317468 的中 � 37684（4番人気）� 78065（1番人気）� 1426（12番人気）
枠連票数 計 81348 的中 （4－8） 5839（4番人気）
馬連票数 計 307433 的中 �� 21965（3番人気）
馬単票数 計 249129 的中 �� 5787（10番人気）
ワイド票数 計 187553 的中 �� 12852（2番人気）�� 404（51番人気）�� 670（44番人気）
3連複票数 計 460736 的中 ��� 780（103番人気）
3連単票数 計 829897 的中 ��� 222（630番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．5―46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．2
3 ・（12，11）（2，10）7（1，8）3，4（6，9）5 4 ・（12，11）（2，10）1（7，8）（3，4）（6，9）5

勝馬の
紹 介

�コーリンハッピー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 アジュディケーティング （1戦0勝 賞金 0円）

2008．3．18生 牝5芦 母 コーリンビビアン 母母 シ ル ケ ツ ト 24戦1勝 賞金 24，300，000円
地方デビュー 2010．5．27 門別 ［他本会外：1戦0勝］

※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 サンマルグロワール号・マウントフジ号



17067 6月30日 晴 良 （25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13時10分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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

68 エーペックス 牡4青鹿57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 506＋ 41：45．7 4．4�
11 サンライズワールド 牡3栗 54 丸田 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 460＋ 41：45．91 6．4�
55 � シンボリエンパイア 牡4黒鹿57 北村 宏司シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada 526＋241：46．11	 6．5�
79 サ チ ゴ ロ ウ 牡3栗 54 丸山 元気小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 480＋ 21：46．2
 31．7�
811 フィールドゴーゴー 牡3鹿 54 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 浦河 谷口牧場 526＋ 41：46．94 29．5�
33 トランザムスター 牡3鹿 54 岩田 康誠 	キャロットファーム 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 554－ 41：47．11 9．9

67 マイネルドメニカ 牡4栗 57 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 61：47．31 81．0�
710 アルボランシー 牝5栗 55 黛 弘人 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 478－ 41：47．4
 143．8�
44 マルデデルマ 牝5栗 55

52 ▲横山 和生吉田 哲哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 452－ 41：47．5� 136．2
56 � ヴァーチュスター 牝5鹿 55 川須 栄彦市川 義美氏 今野 貞一 米 Yoshimi

Ichikawa 480＋ 61：47．6� 33．8�
812�� ム ニ ン 牝4鹿 54 藤田 伸二一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 448＋171：48．87 166．0�
22 � ダノンクリエーター 牡4栗 57 松田 大作�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm 530＋ 41：52．0大差 2．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，066，800円 複勝： 30，274，700円 枠連： 8，706，800円
馬連： 32，084，800円 馬単： 25，358，800円 ワイド： 17，154，600円
3連複： 49，865，100円 3連単： 99，437，400円 計： 284，949，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 170円 � 210円 枠 連（1－6） 1，370円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 440円 �� 530円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 11，330円

票 数

単勝票数 計 220668 的中 � 39648（2番人気）
複勝票数 計 302747 的中 � 58361（2番人気）� 50502（3番人気）� 34177（4番人気）
枠連票数 計 87068 的中 （1－6） 4719（6番人気）
馬連票数 計 320848 的中 �� 20468（5番人気）
馬単票数 計 253588 的中 �� 8745（8番人気）
ワイド票数 計 171546 的中 �� 10036（5番人気）�� 8091（6番人気）�� 5525（9番人気）
3連複票数 計 498651 的中 ��� 13162（9番人気）
3連単票数 計 994374 的中 ��� 6479（34番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．1―12．2―12．4―12．3―12．9―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．3―42．5―54．9―1：07．2―1：20．1―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーペックス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2011．7．2 中山1着

2009．3．8生 牡4青鹿 母 ケイアイポップス 母母 ケイアイユリカゴ 23戦3勝 賞金 39，284，000円
〔騎手変更〕 ムニン号の騎手三浦皇成は，負傷のため藤田伸二に変更。
〔その他〕 ダノンクリエーター号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

17068 6月30日 晴 良 （25函館1）第6日 第8競走 ��
��2，600�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53�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
2：39．4
2：37．3

良
良

33 スノーストーム 牡3栗 53 勝浦 正樹 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 486± 02：42．3 3．6�
22 カッパドキア 牡3黒鹿53 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 B476－ 2 〃 クビ 7．9�
11 � スリーヴェローチェ 牡4鹿 57 岩田 康誠永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 462－ 42：42．51	 13．1�
79 ローリングストーン 牡4鹿 57 津村 明秀佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 498－ 22：42．6
 3．9�
67 カ ー バ 牡4青鹿 57

56 ☆菱田 裕二�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B496＋102：42．81
 90．0	
44 � フ ィ オ リ ア 牡5鹿 57 上村 洋行藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners B466－ 82：42．9クビ 23．2

55 エルヴィスバローズ 牡5鹿 57 木幡 初広猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B492－ 42：43．11	 14．8�
811 ガッテンキャンパス 牡4鹿 57

54 ▲横山 和生栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 452－ 22：43．41� 98．9�
812 ルミナスレッド 牝4鹿 55 四位 洋文岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド 486－ 2 〃 クビ 7．0
710 キタノイットウセイ 牡3鹿 53 丸田 恭介北所 直人氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 494－ 62：43．5� 14．4�
68 アメリカンドリーム 牡3鹿 53 川須 栄彦杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 512＋202：45．09 6．7�
56 トレードウィンド 牡3鹿 53 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 22：45．63
 39．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，069，600円 複勝： 36，226，900円 枠連： 8，683，400円
馬連： 33，112，800円 馬単： 23，667，100円 ワイド： 18，665，800円
3連複： 50，039，000円 3連単： 87，876，200円 計： 279，340，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 240円 � 300円 枠 連（2－3） 1，400円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 560円 �� 840円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 14，820円

票 数

単勝票数 計 210696 的中 � 46359（1番人気）
複勝票数 計 362269 的中 � 74777（1番人気）� 37435（4番人気）� 27188（6番人気）
枠連票数 計 86834 的中 （2－3） 4596（6番人気）
馬連票数 計 331128 的中 �� 17580（4番人気）
馬単票数 計 236671 的中 �� 6703（6番人気）
ワイド票数 計 186658 的中 �� 8692（5番人気）�� 5449（11番人気）�� 3520（20番人気）
3連複票数 計 500390 的中 ��� 9619（14番人気）
3連単票数 計 878762 的中 ��� 4378（33番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．6―13．0―12．4―13．2―13．1―12．8―12．3―12．4―12．1―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．7―37．3―50．3―1：02．7―1：15．9―1：29．0―1：41．8―1：54．1―2：06．5―2：18．6―2：30．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スノーストーム �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 Woodman デビュー 2012．9．16 中山4着

2010．2．8生 牡3栗 母 マチカネササメユキ 母母 Russian Ballet 10戦2勝 賞金 17，839，000円
〔制裁〕 カーバ号の騎手菱田裕二は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

ローリングストーン号の騎手津村明秀は，2周目4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・
11番）



17069 6月30日 晴 良 （25函館1）第6日 第9競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走14時15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
1：08．0
1：06．5

良
良

11 � カディーシャ 牝4栗 55 津村 明秀 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 420＋ 21：08．6 5．1�

35 ゴールデンムーン 牝4栗 55 岩田 康誠�G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 472＋ 41：08．7	 2．6�
24 トランドネージュ 牝4栗 55 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 492＋ 61：08．91
 14．8�
12 ユキノラムセス 牡6栗 57 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 490± 01：09．32	 38．7�
612 ブルーピアス 牝4栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 456＋ 21：09．4	 20．7	
815 マカゼコイカゼ 牝3鹿 52 竹之下智昭國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 430＋ 41：09．5	 15．9

59 � サンライズサルーテ 牡5鹿 57 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 454－ 4 〃 クビ 24．7�
36 アドマイヤサブリナ 牝3芦 52 秋山真一郎近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 422＋ 2 〃 ハナ 4．2�
48 ブルースター 牡5栗 57 柴山 雄一 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 61：09．71
 97．0
714 クリノトルネード 牡5栗 57

54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B474＋101：09．8	 74．0�
23 キングズウェザー 牡3栗 54

53 ☆菱田 裕二吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 494± 0 〃 クビ 22．6�
510 ドキドキガール 牝4鹿 55 村田 一誠藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 498－ 21：09．9クビ 80．0�
816� サマーフェニックス 牝3栗 52 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 420＋ 41：10．21� 232．5�
611 ヤマニンシバルリー 牡5青鹿57 丸山 元気土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 488＋ 21：10．41	 13．6�
713 レゼトワール 牝3鹿 52 藤田 伸二髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 488＋ 81：11．14 29．1�

（15頭）
47 メジャーミノル 牡3栗 54 松田 大作吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，098，600円 複勝： 35，225，700円 枠連： 16，078，500円
馬連： 43，393，500円 馬単： 30，577，800円 ワイド： 22，306，000円
3連複： 61，795，600円 3連単： 112，666，600円 計： 345，142，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 150円 � 360円 枠 連（1－3） 360円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，270円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 14，480円

票 数

単勝票数 差引計 230986（返還計 2006） 的中 � 35874（3番人気）
複勝票数 差引計 352257（返還計 2630） 的中 � 59504（3番人気）� 75578（1番人気）� 19510（6番人気）
枠連票数 差引計 160785（返還計 64） 的中 （1－3） 33900（1番人気）
馬連票数 差引計 433935（返還計 15124） 的中 �� 54267（1番人気）
馬単票数 差引計 305778（返還計 10277） 的中 �� 15609（4番人気）
ワイド票数 差引計 223060（返還計 5646） 的中 �� 21282（1番人気）�� 3969（16番人気）�� 6105（8番人気）
3連複票数 差引計 617956（返還計 35278） 的中 ��� 16132（5番人気）
3連単票数 差引計1126666（返還計 67778） 的中 ��� 5744（21番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．3―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―44．8―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カディーシャ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Highest Honor

2009．2．2生 牝4栗 母 バ ズ ビ ナ 母母 Elite Guest 13戦2勝 賞金 29，700，000円
初出走 JRA

〔出走取消〕 メジャーミノル号は，疾病〔右大腿部裂創〕のため出走取消。

17070 6月30日 晴 良 （25函館1）第6日 第10競走 ��
��1，700�

ひ や ま

檜 山 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．6．30以降25．6．23まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

813 ダノンゴールド 牡4黒鹿57 四位 洋文�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 540＋ 61：44．9 2．1�
711 カチューシャ 牝4栃栗54 秋山真一郎窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 472＋ 4 〃 ハナ 3．9�
56 ロイヤルクレスト 牡5栃栗57 古川 吉洋�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 512－101：45．0� 21．8�
44 レッドシュナイト 牡5栗 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B480± 01：45．21� 67．1�
45 トウカイノーマル 牡6青鹿54 丹内 祐次内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 528± 01：45．41 58．9	
69 タガノジョイナー 牝4鹿 53 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 2 〃 アタマ 9．1

710 スターバリオン 牡4芦 57 川須 栄彦幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 492＋ 41：45．61 6．9�
33 ヤマチョウフェア 牡5黒鹿55 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 476－ 2 〃 クビ 10．5�
22 ハギノコメント 牡4鹿 54 横山 和生日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 494＋101：45．7クビ 18．7
812 ル ロ ワ 牡6青鹿55 柴山 雄一栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 492＋141：45．91	 78．3�
57 ヴィーナススマイル 牝6栗 50 丸田 恭介丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 472－ 41：46．32	 69．2�
68 ネオエピック 牡6青鹿52 菱田 裕二小林 仁幸氏 田所 秀孝 新ひだか 元道牧場 434－16 〃 ハナ 195．6�
11 
 ハヤブサエミネンス 牝6鹿 50 上村 洋行武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm 460＋ 21：46．72	 143．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，607，800円 複勝： 45，820，500円 枠連： 17，048，300円
馬連： 69，306，900円 馬単： 46，593，300円 ワイド： 31，482，700円
3連複： 92，043，400円 3連単： 186，649，400円 計： 520，552，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 150円 � 440円 枠 連（7－8） 250円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 200円 �� 950円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 9，060円

票 数

単勝票数 計 316078 的中 � 120601（1番人気）
複勝票数 計 458205 的中 � 131483（1番人気）� 88989（2番人気）� 17131（7番人気）
枠連票数 計 170483 的中 （7－8） 51831（1番人気）
馬連票数 計 693069 的中 �� 134467（1番人気）
馬単票数 計 465933 的中 �� 58713（1番人気）
ワイド票数 計 314827 的中 �� 51459（1番人気）�� 7144（14番人気）�� 4527（18番人気）
3連複票数 計 920434 的中 ��� 21299（9番人気）
3連単票数 計1866494 的中 ��� 15220（21番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．6―43．2―55．5―1：07．5―1：19．6―1：31．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．4
1
3
13（12，10）（1，3）（5，11）6（2，7）9（4，8）
13（12，10）（1，3，6）11，5，9，2（7，8）4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2011．11．12 東京3着

2009．3．6生 牡4黒鹿 母 ライブリーチューン 母母 Extravagant Woman 11戦4勝 賞金 56，773，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カネトシリープイン号・ドリームザネクスト号・ニシノゲイナー号・ニホンピロララバイ号
（非抽選馬） 1頭 トップオブカハラ号



17071 6月30日 晴 良 （25函館1）第6日 第11競走 ��
��1，800�

ともえ

巴 賞
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，3歳51�4歳以上55�，牝馬2�
減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

34 エアソミュール 牡4黒鹿55 松田 大作 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496＋ 21：46．0 3．6�
23 サトノギャラント 牡4黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498± 01：46．31� 2．7�
22 メイショウウズシオ 牡6黒鹿56 四位 洋文松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 480＋101：46．4	 12．9�
610 ヤングアットハート 牡6栗 57 勝浦 正樹 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム 508＋ 61：46．61
 51．6�
713 キョウエイストーム 牡8芦 57 丸田 恭介田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 444± 01：46．7� 44．1	
58 モ ズ 牡6青 55 川須 栄彦�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 B474＋ 41：46．8クビ 37．8

712 サンディエゴシチー 牡6黒鹿55 藤田 伸二 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム 520＋10 〃 ハナ 11．4�
611� アンコイルド 牡4鹿 55 岩田 康誠�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 488＋ 2 〃 クビ 6．3�
35 ダノンスパシーバ 牡6鹿 56 秋山真一郎�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 514＋121：47．11� 76．8
814 シルクアーネスト 牡6栗 56 丸山 元気有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 506＋ 61：47．31
 14．8�
11 ホッカイカンティ 牡8鹿 56 村田 一誠�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 524－ 21：47．51	 230．0�
815� グラスゴッド 牡9栗 55 荻野 琢真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 474＋ 41：47．92	 365．1�
59 イケドラゴン 牡8栗 56 木幡 初広池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 534± 0 〃 クビ 233．2�
46 クィーンズバーン 牝5黒鹿53 吉田 隼人林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474＋16 〃 ハナ 9．3�
47 カワキタコマンド 牡6鹿 56 津村 明秀川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 486－ 61：48．85 71．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，467，200円 複勝： 85，767，500円 枠連： 36，558，000円
馬連： 197，592，700円 馬単： 107，968，200円 ワイド： 69，398，600円
3連複： 271，707，200円 3連単： 512，975，200円 計： 1，335，434，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 130円 � 260円 枠 連（2－3） 420円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 220円 �� 570円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 534672 的中 � 117674（2番人気）
複勝票数 計 857675 的中 � 189035（2番人気）� 229325（1番人気）� 59994（6番人気）
枠連票数 計 365580 的中 （2－3） 64497（1番人気）
馬連票数 計1975927 的中 �� 301721（1番人気）
馬単票数 計1079682 的中 �� 68871（2番人気）
ワイド票数 計 693986 的中 �� 93872（1番人気）�� 26976（7番人気）�� 30048（5番人気）
3連複票数 計2717072 的中 ��� 125285（4番人気）
3連単票数 計5129752 的中 ��� 53218（14番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．8―11．6―11．4―11．6―12．0―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―35．2―46．8―58．2―1：09．8―1：21．8―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアソミュール �
�
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 2011．11．20 京都4着

2009．3．15生 牡4黒鹿 母 エアラグーン 母母 アイドリームドアドリーム 15戦6勝 賞金 107，823，000円

17072 6月30日 晴 良 （25函館1）第6日 第12競走 ��
��1，200�

のぼりべつ

登 別 特 別
発走16時05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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：08．0
1：06．5

良
良

67 コスモアクセス 牝4栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 21：09．2 6．4�
66 ジャーエスペランサ 牡4鹿 57 岩田 康誠本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 482＋ 41：09．41� 5．6�
11 カネトシリープイン 牡5芦 57 丸山 元気兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B482＋ 41：09．5� 15．8�
44 シゲルシゲザネ 牡6鹿 57 秋山真一郎森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 482－ 21：09．71	 14．1�
810 レオンビスティー 牡4鹿 57 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 490± 0 〃 アタマ 1．5�
811 ミリオンフレッシュ 牡3黒鹿54 藤田 伸二池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 474－101：09．91 36．1	
33 ワンモアジョー 牡6鹿 57 村田 一誠河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 474± 0 〃 アタマ 53．9

78 ベストブルーム 牡6鹿 57 柴山 雄一横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム B464± 01：10．0� 75．3�
79 ジョージジョージ 牡3栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 446＋ 41：10．21	 51．5�
22 ニホンピロララバイ 牡7鹿 57 吉田 隼人小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 480＋ 2 〃 クビ 129．0
55 マイネショコラーデ 牝5青鹿55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 482± 01：10．73 29．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 42，165，200円 複勝： 76，100，400円 枠連： 21，488，200円
馬連： 78，549，000円 馬単： 70，284，200円 ワイド： 38，639，800円
3連複： 111，658，700円 3連単： 297，858，300円 計： 736，743，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 280円 � 240円 � 500円 枠 連（6－6） 1，890円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，070円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 9，070円 3 連 単 ��� 49，940円

票 数

単勝票数 計 421652 的中 � 52599（3番人気）
複勝票数 計 761004 的中 � 76238（3番人気）� 91691（2番人気）� 35664（5番人気）
枠連票数 計 214882 的中 （6－6） 8412（7番人気）
馬連票数 計 785490 的中 �� 29238（7番人気）
馬単票数 計 702842 的中 �� 11157（15番人気）
ワイド票数 計 386398 的中 �� 18399（5番人気）�� 8704（12番人気）�� 8074（13番人気）
3連複票数 計1116587 的中 ��� 9086（29番人気）
3連単票数 計2978583 的中 ��� 4402（132番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．4―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．5―46．1―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 1，7，10，6（5，11）3（8，9）4－2 4 1，7，10（6，11）（3，5）（8，9）4－2

勝馬の
紹 介

コスモアクセス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2011．8．20 新潟9着

2009．4．13生 牝4栗 母 コスモスカイライン 母母 レーシングスパイス 17戦4勝 賞金 45，559，000円
〔騎手変更〕 マイネショコラーデ号の騎手三浦皇成は，負傷のため津村明秀に変更。
〔制裁〕 シゲルシゲザネ号の騎手秋山真一郎は，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50，000円。（被害馬：8

番・9番・2番）
※カネトシリープイン号・ニホンピロララバイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（25函館1）第6日 6月30日（日曜日） 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
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

199，960，000円
7，020，000円
1，270，000円
18，110，000円
53，358，500円
3，848，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
289，850，700円
462，540，800円
145，408，300円
600，288，200円
425，543，900円
282，443，800円
848，702，300円
1，703，928，500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 4，758，706，500円

総入場人員 6，563名 （有料入場人員 5，796名）



平成25年度 第1回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 900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

1，109，530，000円
2，080，000円
45，060，000円
8，480，000円
98，730，000円
314，962，500円
23，629，000円
8，640，000円

勝馬投票券売得金
1，602，211，300円
2，642，565，700円
850，965，400円
3，358，948，900円
2，355，580，900円
1，611，065，300円
4，824，130，500円
9，430，585，200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 26，676，053，200円

総入場延人員 39，060名 （有料入場延人員 34，893名）
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