
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

23013 7月28日 曇 良 （25函館3）第2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
1：09．3
1：07．8

良
良

11 ヴ ォ ラ ー タ 牝2栗 54 松田 大作藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 416＋ 21：12．3 2．2�

44 キクノリーガ 牝2鹿 54
51 ▲城戸 義政菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 388－101：13．25 19．0�

33 ハ ッ ツ オ フ 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 458± 01：13．52 4．4�

22 ルークインザスカイ 牡2栗 54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 472－ 41：13．82 18．7�
55 ヴォルカヌス 牡2鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 日高 出口牧場 424＋ 61：13．9クビ 2．3�

66 カンタベリーツルギ 牡2鹿 54 田中 博康峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 430－ 21：14．32� 56．2	
（6頭）

売 得 金
単勝： 11，093，600円 複勝： 18，823，800円 枠連： 発売なし
馬連： 16，825，300円 馬単： 17，667，200円 ワイド： 7，775，200円
3連複： 23，091，700円 3連単： 84，467，000円 計： 179，743，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 570円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 570円 �� 190円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 8，810円

票 数

単勝票数 計 110936 的中 � 41042（1番人気）
複勝票数 計 188238 的中 � 70921（1番人気）� 9005（4番人気）
馬連票数 計 168253 的中 �� 6445（6番人気）
馬単票数 計 176672 的中 �� 5690（8番人気）
ワイド票数 計 77752 的中 �� 2965（6番人気）�� 12668（3番人気）�� 2783（8番人気）
3連複票数 計 230917 的中 ��� 9616（6番人気）
3連単票数 計 844670 的中 ��� 7077（25番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．1―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．3―47．4―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ォ ラ ー タ 

�
父 アグネスデジタル 


�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．7．7 中京5着

2011．4．29生 牝2栗 母 フ ェ ー デ 母母 マルダムール 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 ハッツオフ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ハッツオフ号は，発走調教再審査。

23014 7月28日 曇 稍重 （25函館3）第2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 4，600，000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

22 ユ ウ ヅ キ 牝3鹿 54 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 450± 01：46．9 4．3�
78 マキアージュシチー 牝3鹿 54 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 日高大洋牧場 460－ 21：47．22 3．4�
55 タカヒロガートップ 牝3栗 54 柴山 雄一髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 432＋ 21：47．83� 285．9�
811 クラッチブーケ 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 464＋ 41：47．9� 19．2�
66 フリティラリア 牝3芦 54

52 △横山 和生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＋ 21：48．11� 4．0	

810 ブロンドヒロイン 牝3栗 54 津村 明秀 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 454－ 41：48．2� 14．9

79 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 442－ 21：48．83� 30．6�
11 ルミアージュ 牝3栗 54 松田 大作 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B494－ 21：49．33 9．6�
44 ルナレガーロ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：49．4� 5．3
67 ブラックジュエル 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太�三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 424－ 61：49．6� 64．5�
33 ス マ ッ シ ュ 牝3黒鹿54 吉田 隼人青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム B476－ 21：50．23� 96．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 13，241，100円 複勝： 22，813，000円 枠連： 5，700，800円
馬連： 22，411，200円 馬単： 17，238，200円 ワイド： 12，948，200円
3連複： 34，481，500円 3連単： 63，688，700円 計： 192，522，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 160円 � 3，500円 枠 連（2－7） 670円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 250円 �� 12，880円 �� 8，250円

3 連 複 ��� 42，850円 3 連 単 ��� 158，800円

票 数

単勝票数 計 132411 的中 � 24482（3番人気）
複勝票数 計 228130 的中 � 46759（2番人気）� 47397（1番人気）� 1068（11番人気）
枠連票数 計 57008 的中 （2－7） 6359（2番人気）
馬連票数 計 224112 的中 �� 25431（2番人気）
馬単票数 計 172382 的中 �� 9171（4番人気）
ワイド票数 計 129482 的中 �� 16026（1番人気）�� 217（45番人気）�� 340（40番人気）
3連複票数 計 344815 的中 ��� 594（78番人気）
3連単票数 計 636887 的中 ��� 296（346番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．3―43．3―56．3―1：08．6―1：21．1―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユ ウ ヅ キ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アレミロード デビュー 2012．10．7 東京9着

2010．3．21生 牝3鹿 母 マドンナリリー 母母 モ ン パ リ 11戦1勝 賞金 10，290，000円

第３回 函館競馬 第２日



23015 7月28日 曇 稍重 （25函館3）第2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 4，600，000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

811 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 444－ 4 58．7 4．6�
11 デルフィニア 牝3鹿 54 荻野 琢真田中 春美氏 嶋田 潤 新ひだか 田中 春美 460－ 2 58．8� 1．7�
22 ラ サ イ ニ 牝3黒鹿 54

52 △横山 和生加藤 信之氏 土田 稔 新冠 ヒノデファーム 460＋ 2 59．43� 10．3�
78 アヴェンタドール 牡3青鹿 56

55 ☆菱田 裕二前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 508－12 〃 クビ 13．7�

44 ホワイトコーヒー 牡3芦 56 丸田 恭介保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか グランド牧場 B448± 0 59．61� 6．8�
79 ステラインベレッタ 牝3栗 54 柴山 雄一加藤 信之氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 426－ 4 59．92 125．1�
67 バッティングパワー 牡3鹿 56 黛 弘人島田 久氏 尾関 知人 浦河 村下 清志 B458－ 8 〃 アタマ 23．9	
66 マジックゲーム 牝3栗 54 吉田 隼人北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 446－ 21：00．0� 94．0

55 デ ル マ ベ ム 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 452－ 61：00．74 140．1�
33 コウヨウセレクト 牡3栗 56 丹内 祐次寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 B490－ 41：00．91� 22．7�
810 ラ ッ カ ー サ 牝3栗 54 上村 洋行日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 432－ 21：01．0� 74．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，683，300円 複勝： 37，873，000円 枠連： 5，858，200円
馬連： 24，686，200円 馬単： 24，398，700円 ワイド： 14，377，500円
3連複： 34，598，400円 3連単： 86，054，800円 計： 244，530，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 110円 � 170円 枠 連（1－8） 380円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 180円 �� 540円 �� 210円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 4，830円

票 数

単勝票数 計 166833 的中 � 29168（2番人気）
複勝票数 計 378730 的中 � 39857（2番人気）� 213208（1番人気）� 32172（4番人気）
枠連票数 計 58582 的中 （1－8） 11583（1番人気）
馬連票数 計 246862 的中 �� 47299（1番人気）
馬単票数 計 243987 的中 �� 17318（4番人気）
ワイド票数 計 143775 的中 �� 23209（1番人気）�� 5227（6番人気）�� 18322（2番人気）
3連複票数 計 345984 的中 ��� 36595（1番人気）
3連単票数 計 860548 的中 ��� 13172（8番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．7―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルイチワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Nijinsky デビュー 2013．1．20 中京12着

2010．3．25生 牡3栗 母 ビンジンスキー 母母 Albonita 9戦1勝 賞金 7，590，000円
※出走取消馬 ヒカリマサムネ号（事故のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イクラン号・カンタベリーリュウ号

23016 7月28日 曇 稍重 （25函館3）第2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

55 ポイントブランク 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520－ 41：45．9 1．2�
67 マイネルゴスホーク 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 490－ 21：46．53� 19．0�
810 エアセノーテ 牡3栗 56 松田 大作 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 496－ 41：46．82 14．9�
22 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 412－ 21：47．01� 26．7�
811 ヤマニンイリーズ 牡3栗 56 柴山 雄一土井 薫氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 B526± 01：47．21� 90．4	
79 カンタベリーリュウ 牡3鹿 56 丹内 祐次峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 B490＋ 61：47．3クビ 49．9

66 イ ク ラ ン 牡3栗 56 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 456＋ 81：47．93� 223．5�
44 	 マイネルハイネス 牡3栗 56

55 ☆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－ 2 〃 クビ 15．2�
78 メイショウバッカス 牡3鹿 56 四位 洋文松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 458＋ 41：49．7大差 7．8
33 ヒミノコンドル 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政佐々木八郎氏 境 直行 新冠 須崎牧場 504＋ 21：49．91� 48．3�
11 フレンドリーアテナ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太増山 武志氏 萱野 浩二 浦河 谷口牧場 414－ 41：50．85 117．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，648，800円 複勝： 63，477，500円 枠連： 6，756，400円
馬連： 23，291，500円 馬単： 29，235，200円 ワイド： 15，559，500円
3連複： 34，349，800円 3連単： 107，827，900円 計： 304，146，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 270円 � 210円 枠 連（5－6） 670円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 370円 �� 280円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 計 236488 的中 � 158762（1番人気）
複勝票数 計 634775 的中 � 461872（1番人気）� 20695（4番人気）� 31504（3番人気）
枠連票数 計 67564 的中 （5－6） 7509（3番人気）
馬連票数 計 232915 的中 �� 24737（3番人気）
馬単票数 計 292352 的中 �� 27559（3番人気）
ワイド票数 計 155595 的中 �� 10789（5番人気）�� 15759（2番人気）�� 2608（15番人気）
3連複票数 計 343498 的中 ��� 15717（5番人気）
3連単票数 計1078279 的中 ��� 20812（10番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―12．0―12．6―12．6―12．8―13．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．8―41．8―54．4―1：07．0―1：19．8―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ポイントブランク �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Point Given デビュー 2012．8．19 札幌3着

2010．4．25生 牡3栗 母 ポイントアシュリー 母母 Golden Thatch 3戦1勝 賞金 8，200，000円
※イクラン号・カンタベリーリュウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



23017 7月28日 曇 良 （25函館3）第2日 第5競走 ��
��1，800�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
1：51．2
1：46．0

良
良

810� オールステイ 牡2鹿 54 吉田 隼人石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian
Creek Farm 472 ―1：52．4 14．0�

11 ツクバアズマオー 牡2鹿 54 丸山 元気荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 464 ―1：52．61� 2．5�
78 パリーアーク 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 440 ―1：53．23	 2．3�
66 ウインレーベン 牡2青鹿54 三浦 皇成�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 438 ―1：53．52 7．3�
89 ピュアエクセル 牝2鹿 54 岩田 康誠山住 勲氏 須貝 尚介 えりも エクセルマネジメント 472 ―1：54．03 11．0	
33 ラッキーハンター 牡2栗 54

53 ☆菱田 裕二西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 478 ―1：54．21	 20．0

44 キタサンダイチ 牡2青鹿54 川須 栄彦�大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 456 ―1：54．3	 35．5�
22 コスモメロス 牡2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 山岡ファーム 452 ―1：54．83 100．0�
55 スガノマンボ 牝2鹿 54 古川 吉洋菅原 光博氏 高市 圭二 日高 有限会社

ケイズ 434 ―1：55．01� 85．8
77 ビリオネアズロウ 牡2栗 54 柴山 雄一池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B472 ―1：56．38 103．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，880，000円 複勝： 22，702，800円 枠連： 7，289，900円
馬連： 24，690，100円 馬単： 24，609，600円 ワイド： 12，926，800円
3連複： 34，354，200円 3連単： 82，411，800円 計： 230，865，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 230円 � 120円 � 110円 枠 連（1－8） 680円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 480円 �� 510円 �� 160円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 12，470円

票 数

単勝票数 計 218800 的中 � 12321（5番人気）
複勝票数 計 227028 的中 � 15327（5番人気）� 53622（2番人気）� 77684（1番人気）
枠連票数 計 72899 的中 （1－8） 7920（3番人気）
馬連票数 計 246901 的中 �� 12026（6番人気）
馬単票数 計 246096 的中 �� 4399（15番人気）
ワイド票数 計 129268 的中 �� 5541（6番人気）�� 5113（8番人気）�� 27968（1番人気）
3連複票数 計 343542 的中 ��� 25847（3番人気）
3連単票数 計 824118 的中 ��� 4878（39番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．1―13．1―12．4―11．9―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．7―50．8―1：03．2―1：15．1―1：27．4―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�オールステイ �
�
父 Cape Cross �

�
母父 Victory Gallop 初出走

2011．4．21生 牡2鹿 母 Flowerette 母母 Princess Olivia 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 オールステイ号の騎手吉田隼人は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）

23018 7月28日 曇 良 （25函館3）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時40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
1：57．8
1：56．1

良
良

810 グランスエルテ 牡3栗 56 藤田 伸二 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋122：05．6 24．8�

44 ダルメシアン 牡3青 56 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田 宗将 480＋ 82：06．02� 20．2�
79 ピ ュ ク シ ス 牝3青 54

53 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 82：06．1� 5．0�
11 シャルパンテ 牡3栗 56 上村 洋行岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 496＋ 42：06．2� 14．4�
55 フ ロ レ ン ト 牡3黒鹿56 丸山 元気杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム 456± 0 〃 アタマ 2．6�
33 	 アンカジャポニカ 牝3黒鹿54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 Tinnakill, M. Sad-

lier & A. Byrne 442＋ 22：06．3� 5．7	
67 グラスリード 牡3青鹿 56

53 ▲伴 啓太半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 438－ 22：07．04 217．3

811 コスモサンチャン 牝3鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 432＋ 4 〃 アタマ 10．2�
22 タカラプリンス 牡3黒鹿 56

54 △横山 和生村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 B474＋ 22：07．21� 6．6�
66 タガノグッピー 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政八木 良司氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452－ 62：07．73 64．6

78 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 468＋ 22：09．5大差 15．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 16，704，700円 複勝： 25，602，200円 枠連： 7，711，200円
馬連： 24，681，400円 馬単： 20，218，500円 ワイド： 14，388，700円
3連複： 35，908，400円 3連単： 66，262，000円 計： 211，477，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 650円 � 450円 � 230円 枠 連（4－8） 6，990円

馬 連 �� 23，360円 馬 単 �� 46，490円

ワ イ ド �� 4，470円 �� 2，260円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 52，690円 3 連 単 ��� 432，760円

票 数

単勝票数 計 167047 的中 � 5310（9番人気）
複勝票数 計 256022 的中 � 9307（9番人気）� 14324（7番人気）� 34795（4番人気）
枠連票数 計 77112 的中 （4－8） 815（22番人気）
馬連票数 計 246814 的中 �� 780（41番人気）
馬単票数 計 202185 的中 �� 321（78番人気）
ワイド票数 計 143887 的中 �� 783（37番人気）�� 1575（28番人気）�� 1695（26番人気）
3連複票数 計 359084 的中 ��� 503（97番人気）
3連単票数 計 662620 的中 ��� 113（625番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．0―50．3―1：03．4―1：15．9―1：28．2―1：40．5―1：52．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

グランスエルテ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Stuka デビュー 2012．12．24 阪神15着

2010．1．22生 牡3栗 母 タンタスエルテ 母母 Trapial 4戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 フロレント号の騎手丸山元気は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000円。



23019 7月28日 曇 稍重 （25函館3）第2日 第7競走 ��1，000�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
57．7
57．1

重
稍重

811� ショウナンワヒネ 牝4鹿 55 岩田 康誠�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 468－ 4 58．9 14．5�
22 モリトブイコール �5栗 57

55 △横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 480＋ 6 59．11� 5．8�
812 アグネスチャンス 牝3黒鹿52 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 472＋ 6 〃 ハナ 11．4�
710 タイキマーシャ 牝3栗 52

49 ▲伴 啓太�大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 446＋ 8 〃 アタマ 22．9�
11 カルブンクルス 牝4青 55 菅原 隆一髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 472＋ 2 59．31 3．3�
79 オンワードセジール 牝7栗 55 丸山 元気�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 472－ 2 〃 クビ 10．6	
67 � ギルドマスター 牡4栗 57 川須 栄彦香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 494－ 4 59．4クビ 179．1

33 バトルドミンゴ 牡4芦 57 津村 明秀宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 568± 0 59．5	 3．7�
44 ヒ シ ョ ウ �5栗 57 柴山 雄一岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 4 59．6	 23．4�
68 トウショウハマー 牡4栗 57 丹内 祐次トウショウ産業 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 572－10 59．81� 50．1�
55 � トーセンサイクロン 牡4黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二島川 �哉氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 490＋ 51：00．01� 146．4�
56 オーバーザムーン 牝4鹿 55 戸崎 圭太�日進牧場 矢野 照正 浦河 成隆牧場 460＋ 4 〃 アタマ 7．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，521，200円 複勝： 29，789，600円 枠連： 7，887，200円
馬連： 28，837，800円 馬単： 21，275，900円 ワイド： 16，248，500円
3連複： 44，295，200円 3連単： 83，068，000円 計： 249，923，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 430円 � 200円 � 350円 枠 連（2－8） 1，580円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 8，950円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，680円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 12，180円 3 連 単 ��� 82，510円

票 数

単勝票数 計 185212 的中 � 10125（7番人気）
複勝票数 計 297896 的中 � 16371（7番人気）� 46962（3番人気）� 21466（6番人気）
枠連票数 計 78872 的中 （2－8） 3692（11番人気）
馬連票数 計 288378 的中 �� 6988（13番人気）
馬単票数 計 212759 的中 �� 1755（40番人気）
ワイド票数 計 162485 的中 �� 4719（12番人気）�� 2329（24番人気）�� 3924（15番人気）
3連複票数 計 442952 的中 ��� 2685（47番人気）
3連単票数 計 830680 的中 ��� 743（311番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．7―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ショウナンワヒネ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Mr. Prospector

2009．2．28生 牝4鹿 母 メヤディーニ 母母 Niodini 14戦1勝 賞金 21，550，000円
初出走 JRA

〔その他〕 トウショウハマー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トウショウハマー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年8月28日まで出走できない。
※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 アラマサスチール号

23020 7月28日 曇 稍重 （25函館3）第2日 第8競走 ��
��1，700�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 7，200，000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

78 �	 エアウィーバー 牡4鹿 57 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Cardinal
Farm LLC 494－101：44．1 3．2�

66 ナリタハリケーン 牡4鹿 57 吉田 隼人�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋121：44．52
 5．3�

79 メイプルリンカーン 牡5栗 57 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 480＋ 61：44．92
 25．3�
44 サ ナ シ オ ン 牡4鹿 57 藤田 伸二 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：45．0クビ 2．4�
67 ジ ャ イ ア ン 牡5鹿 57

55 △横山 和生�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 480＋ 41：45．21� 34．8	
33 シルクアポロン 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 518－ 4 〃 ハナ 25．9

811 メイショウトラクマ 牡3黒鹿54 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 516－ 61：46．15 14．3�
11 ケイエスキングオー 牡5鹿 57 戸崎 圭太キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 B442＋ 41：46．2クビ 15．2�
22 ゴールドルースター 牡5鹿 57 丸山 元気吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 460－101：46．41 13．7
55 メイショウイッシン 牡5黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 512± 01：46．82
 101．5�
810 ポッドスター 牡3栗 54

53 ☆菱田 裕二小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 510＋241：47．33 71．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，647，100円 複勝： 27，587，700円 枠連： 7，871，500円
馬連： 29，388，700円 馬単： 24，794，100円 ワイド： 16，189，500円
3連複： 40，871，500円 3連単： 88，132，200円 計： 255，482，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 210円 � 490円 枠 連（6－7） 890円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 460円 �� 990円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 18，520円

票 数

単勝票数 計 206471 的中 � 51203（2番人気）
複勝票数 計 275877 的中 � 44395（2番人気）� 36776（3番人気）� 11913（7番人気）
枠連票数 計 78715 的中 （6－7） 6570（3番人気）
馬連票数 計 293887 的中 �� 20133（4番人気）
馬単票数 計 247941 的中 �� 8948（8番人気）
ワイド票数 計 161895 的中 �� 9360（4番人気）�� 3940（11番人気）�� 3023（16番人気）
3連複票数 計 408715 的中 ��� 6522（19番人気）
3連単票数 計 881322 的中 ��� 3513（58番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．1―42．2―54．5―1：06．6―1：18．9―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
	
エアウィーバー �

�
父 Dixie Union �

�
母父 Hennessy

2009．4．23生 牡4鹿 母 Bellehop 母母 Check Bid 4戦1勝 賞金 11，257，000円
初出走 JRA



23021 7月28日 曇 良 （25函館3）第2日 第9競走 ��
��1，200�

な な え は ま

七 重 浜 特 別
発走14時15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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

44 オオタニジムチョウ 牡4黒鹿57 四位 洋文國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 456－ 21：10．5 2．8�
22 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 454－ 21：10．6� 7．0�
33 ハンサムザムライ 牡3芦 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 458＋12 〃 クビ 22．2�
813 シ ュ ウ ギ ン 牝3鹿 52 丸山 元気荒木隆之介氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 432－ 21：10．91� 15．7�
56 	 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 452＋ 21：11．0
 10．3�
57 レヴァンタール �4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 448＋ 4 〃 ハナ 12．5�
69 タイヨウパフューム 牝5鹿 55 秋山真一郎小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 392± 01：11．1
 5．9	
812 コトブキゴールド 牡3鹿 54 岩田 康誠尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 444－ 2 〃 ハナ 11．9

68 スノーモンキー 牡3鹿 54 内田 博幸石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 444＋ 61：11．31
 13．8�
45 メイショウヒメユリ 牝4青鹿55 戸崎 圭太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 428＋ 41：11．4クビ 21．2�
11 ダークアイリス 牝4栗 55 松田 大作中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 クビ 24．4
710 ブリージーデイズ 牡6栗 57 三浦 皇成 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム B498－ 21：11．6� 29．9�
711 アジャストメント 牡3鹿 54 藤田 伸二山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 474－ 61：11．91� 40．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，840，100円 複勝： 37，065，000円 枠連： 14，378，800円
馬連： 47，172，600円 馬単： 31，160，500円 ワイド： 23，800，500円
3連複： 66，594，600円 3連単： 115，851，600円 計： 357，863，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 250円 � 470円 枠 連（2－4） 1，060円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，520円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 8，610円 3 連 単 ��� 37，420円

票 数

単勝票数 計 218401 的中 � 62396（1番人気）
複勝票数 計 370650 的中 � 88653（1番人気）� 37548（4番人気）� 15783（9番人気）
枠連票数 計 143788 的中 （2－4） 10039（6番人気）
馬連票数 計 471726 的中 �� 26766（3番人気）
馬単票数 計 311605 的中 �� 11517（3番人気）
ワイド票数 計 238005 的中 �� 10514（3番人気）�� 3777（21番人気）�� 2620（33番人気）
3連複票数 計 665946 的中 ��� 5714（27番人気）
3連単票数 計1158516 的中 ��� 2285（89番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．5―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 ・（1，2）（3，6，13）10（4，9）（12，11）－（7，8，5） 4 ・（1，2）13（3，6）（4，10，9）（12，11）7，5，8

勝馬の
紹 介

オオタニジムチョウ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．7．10 函館4着

2009．4．15生 牡4黒鹿 母 モードマニア 母母 イタリアンモダン 18戦3勝 賞金 34，185，000円
〔騎手変更〕 シュウギン号の騎手吉田隼人は，馬場入場後の落馬による検査のため丸山元気に変更。

23022 7月28日 曇 良 （25函館3）第2日 第10競走 ��
��1，800�

ほ く よ う

北 洋 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．7．28以降25．7．21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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

44 ヤマニンリップル 牝5黒鹿53 三浦 皇成土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 478± 01：50．0 6．5�
68 マイネヒメル 牝4栗 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 472± 01：50．21 4．8�
56 エ デ ィ ン 牝4栗 52 藤田 伸二�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 466± 01：50．3� 11．8�
55 インダクティ 牝5黒鹿53 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 404± 0 〃 クビ 5．2�
710 アドマイヤオウジャ 牡3鹿 53 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：50．83 3．5	
11 グリーンラヴ 牡3栗 53 吉田 隼人 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 468＋ 21：51．33 7．7�
812 ル ロ ワ 牡6青鹿54 柴山 雄一栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 482－10 〃 ハナ 40．1�
811 ミリオンフレッシュ 牡3黒鹿53 松田 大作池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 468－ 61：51．4� 63．1
79 ウォーターセレネ 牝8栃栗50 菅原 隆一山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 426＋181：51．5� 236．4�
67 ナンデヤネン 牡6青 55 内田 博幸杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 476± 01：51．71	 19．6�
22 メジロジェニファー 牝6黒鹿53 四位 洋文岩﨑 伸道氏 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 524＋ 81：52．12� 31．7�
33 マイファーストラヴ 牝7青鹿53 古川 吉洋廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 464＋ 81：53．16 13．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，553，100円 複勝： 48，391，400円 枠連： 13，892，200円
馬連： 65，002，100円 馬単： 39，839，700円 ワイド： 28，167，400円
3連複： 84，524，000円 3連単： 169，262，500円 計： 477，632，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 200円 � 350円 枠 連（4－6） 1，270円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，100円 �� 860円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 30，440円

票 数

単勝票数 計 285531 的中 � 35113（4番人気）
複勝票数 計 483914 的中 � 84145（2番人気）� 69655（4番人気）� 29930（7番人気）
枠連票数 計 138922 的中 （4－6） 8097（6番人気）
馬連票数 計 650021 的中 �� 33720（6番人気）
馬単票数 計 398397 的中 �� 8436（13番人気）
ワイド票数 計 281674 的中 �� 14146（4番人気）�� 6103（17番人気）�� 8027（13番人気）
3連複票数 計 845240 的中 ��� 10982（22番人気）
3連単票数 計1692625 的中 ��� 4105（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．8―49．4―1：01．7―1：13．5―1：25．5―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

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5黒鹿 母 ヤマニンプラシード 母母 ヤマニンポリシー 30戦4勝 賞金 76，842，000円



23023 7月28日 曇 良 （25函館3）第2日 第11競走 ��
��1，800�第61回北海道新聞杯クイーンステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
牝，3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳51�4歳以上
55�，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳51�4歳以上
55�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

北海道新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

55 アイムユアーズ 牝4栗 55 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：49．4 2．7�
66 スピードリッパー 牝5栗 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B464＋ 2 〃 クビ 79．4�
11 オールザットジャズ 牝5鹿 55 内田 博幸市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 480＋161：49．5	 3．8�
77 マルセリーナ 牝5鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 456＋ 81：49．71
 3．2�
88 キャトルフィーユ 牝4鹿 55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 81：50．02 7．8	
44 セレブリティモデル 牝3黒鹿51 吉田 隼人 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 488＋ 81：50．1クビ 20．0

33 コスモネモシン 牝6青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 462－101：50．63 41．4�
22 クィーンズバーン 牝5黒鹿55 四位 洋文林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464－101：51．34 10．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 91，531，600円 複勝： 101，816，100円 枠連： 発売なし
馬連： 270，284，100円 馬単： 168，990，800円 ワイド： 84，120，700円
3連複： 295，309，800円 3連単： 931，246，000円 計： 1，943，299，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 920円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，370円 馬 単 �� 10，370円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 210円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 43，870円

票 数

単勝票数 計 915316 的中 � 271918（1番人気）
複勝票数 計1018161 的中 � 262338（1番人気）� 17780（8番人気）� 200809（3番人気）
馬連票数 計2702841 的中 �� 31360（17番人気）
馬単票数 計1689908 的中 �� 12031（31番人気）
ワイド票数 計 841207 的中 �� 13021（18番人気）�� 125797（1番人気）�� 8297（20番人気）
3連複票数 計2953098 的中 ��� 35724（21番人気）
3連単票数 計9312460 的中 ��� 15666（126番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．7―47．8―1：00．1―1：12．3―1：24．6―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイムユアーズ 
�
父 ファルブラヴ 

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2011．6．25 函館3着

2009．1．15生 牝4栗 母 セシルブルース 母母 セシルカット 14戦5勝 賞金 239，952，000円

23024 7月28日 曇 稍重 （25函館3）第2日 第12競走 ��
��1，700�

た っ ぴ ざ き

竜 飛 崎 特 別
発走16時05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 322，000円 92，000円 46，000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 サ ン ビ ス タ 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 470－ 41：44．0 2．7�

69 カチューシャ 牝4栃栗55 秋山真一郎窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 472± 0 〃 クビ 3．3�
33 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 494＋ 61：44．32 27．2�
56 ドリームザネクスト 牡6鹿 57 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 492－ 61：44．4� 24．7�
812 スズカヴィグラス 牡4鹿 57 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B490± 01：44．61	 6．3�
711 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 504－ 2 〃 ハナ 42．3	
22 コスモイーチタイム 牡5栗 57 黛 弘人 
ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 452± 01：44．7� 153．7�
44 スターバリオン 牡4芦 57 川田 将雅幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 498＋ 41：44．8
 6．4�
710 ニシノゲイナー 牡5鹿 57 丸田 恭介西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 462－ 61：44．9� 51．0
45 ラヴィアンクレール 牡5黒鹿57 津村 明秀 
社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 クビ 10．0�
11 コスモイフリート 牡6栗 57 戸崎 圭太 
ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 518＋ 21：45．85 38．3�
68 � ハピネスハンター 牡5黒鹿57 松田 大作栗本 博晴氏 本間 忍 浦河 斉藤 政志 498＋101：46．43� 269．0�
813� ネオライディーン 牡7鹿 57 三浦 皇成小林 仁幸氏 田所 秀孝 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：46．61� 330．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 41，404，800円 複勝： 69，109，500円 枠連： 20，954，800円
馬連： 139，238，100円 馬単： 63，407，600円 ワイド： 45，650，100円
3連複： 142，261，000円 3連単： 290，853，200円 計： 812，879，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 480円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，050円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 7，830円

票 数

単勝票数 計 414048 的中 � 123773（1番人気）
複勝票数 計 691095 的中 � 205259（1番人気）� 166067（2番人気）� 21341（7番人気）
枠連票数 計 209548 的中 （5－6） 47000（1番人気）
馬連票数 計1392381 的中 �� 292844（1番人気）
馬単票数 計 634076 的中 �� 79021（1番人気）
ワイド票数 計 456501 的中 �� 86909（1番人気）�� 8922（13番人気）�� 8541（14番人気）
3連複票数 計1422610 的中 ��� 41631（6番人気）
3連単票数 計2908532 的中 ��� 27444（16番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．1―12．5―12．5―12．2―12．2―11．9―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．3―42．8―55．3―1：07．5―1：19．7―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ン ビ ス タ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2012．3．31 阪神4着

2009．3．18生 牝4黒鹿 母 ホワイトカーニバル 母母 イエローブルーム 10戦4勝 賞金 50，754，000円
〔発走状況〕 ネオライディーン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ネオライディーン号は，発走調教再審査。
※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 アンティークカラー号・リアライズキボンヌ号
（非抽選馬） 1頭 クローバーリーフ号

３レース目



（25函館3）第2日 7月28日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 129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

225，760，000円
7，620，000円
1，720，000円
19，950，000円
46，299，500円
3，490，000円
1，238，400円

勝馬投票券売得金
325，749，400円
505，051，600円
98，301，000円
716，509，100円
482，836，000円
292，152，600円
870，640，100円
2，169，125，700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 5，460，365，500円

総入場人員 4，393名 （有料入場人員 3，760名）
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