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24037 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系2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 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
1：48．1
1：45．6

稍重
不良

77 ニューヘリテージ 牡2栗 54 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 安原 実 466－ 61：47．4レコード 1．2�
44 ダノンミシガン 牡2芦 54 岩田 康誠�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 474－ 21：47．71� 16．8�
66 グレイトハスラー 牡2栗 54 古川 吉洋小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 458＋ 61：48．01� 15．1�
33 ディアアイスバイン 牡2黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 浦河 福岡 光夫 464± 0 〃 クビ 7．0�
55 クリノエビスジン 牡2鹿 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 484＋ 41：49．06 31．3�
22 ハイベストバイオ 牡2黒鹿54 荻野 琢真バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－ 21：49．95 12．2	
88 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 428－ 21：50．96 80．2

89 アスターブラン 牡2芦 54

53 ☆菱田 裕二加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 474＋ 21：51．75 204．8�
11 アンジュバーグ 牝2栃栗54 丸田 恭介村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 480 ―1：54．0大差 63．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 23，803，300円 複勝： 63，656，600円 枠連： 4，574，800円
馬連： 20，718，800円 馬単： 23，385，700円 ワイド： 12，845，500円
3連複： 29，802，100円 3連単： 96，650，200円 計： 275，437，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 300円 � 260円 枠 連（4－7） 670円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 370円 �� 320円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 4，660円

票 数

単勝票数 計 238033 的中 � 159880（1番人気）
複勝票数 計 636566 的中 � 479782（1番人気）� 17791（5番人気）� 22191（4番人気）
枠連票数 計 45748 的中 （4－7） 5111（4番人気）
馬連票数 計 207188 的中 �� 21214（4番人気）
馬単票数 計 233857 的中 �� 19714（4番人気）
ワイド票数 計 128455 的中 �� 9059（5番人気）�� 10667（3番人気）�� 2296（15番人気）
3連複票数 計 298021 的中 ��� 12380（7番人気）
3連単票数 計 966502 的中 ��� 15323（15番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．0―43．4―56．6―1：09．3―1：21．7―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ニューヘリテージ 
�
父 ヨハネスブルグ 

�
母父 Rubiano デビュー 2013．8．10 函館2着

2011．4．29生 牡2栗 母 リ ベ ラ ノ 母母 Skillful Joy 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 アンジュバーグ号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

24038 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4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

811 ヴェアリアスローズ 牝3栗 54 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 408＋ 2 59．2 4．0�
710 マリナーズコンパス 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 418＋ 2 59．41� 5．4�
56 ローレルシャイニー 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 478－ 4 59．5� 9．9�
67 クリノアンデス 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二栗本 博晴氏 蛯名 利弘 新冠 競優牧場 422± 0 59．92� 12．4�
55 ヒ シ ダ イ ヤ 牝3鹿 54 藤田 伸二阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 474± 01：00．0クビ 3．0�
11 ティアップドリーム 牝3鹿 54 上村 洋行田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 田原橋本牧場 478＋ 81：00．21� 22．4	
812 アーケオプテリクス 牝3鹿 54 柴山 雄一佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 61：00．3クビ 10．8

44 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 B446－121：00．72� 43．2�
79 ピースロード 牡3鹿 56 吉田 隼人久米田正平氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B476＋101：00．91� 17．4�
33 スリーブラック 牝3鹿 54 勝浦 正樹永井商事� 柄崎 孝 新冠 大狩部牧場 434＋12 〃 ハナ 69．2
22 サクラジュレップ 牝3黒鹿54 黛 弘人�さくらコマース尾形 和幸 新ひだか 山田牧場 470± 01：02．07 19．5�
68 ビューポイント 牝3鹿 54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 高松牧場 444＋ 41：02．1� 50．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 12，689，100円 複勝： 22，793，000円 枠連： 6，418，600円
馬連： 22，255，100円 馬単： 16，134，000円 ワイド： 12，226，200円
3連複： 30，734，600円 3連単： 54，507，100円 計： 177，757，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 190円 � 310円 枠 連（7－8） 610円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，110円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 19，210円

票 数

単勝票数 計 126891 的中 � 25249（2番人気）
複勝票数 計 227930 的中 � 42048（2番人気）� 34270（3番人気）� 16240（6番人気）
枠連票数 計 64186 的中 （7－8） 7790（3番人気）
馬連票数 計 222551 的中 �� 16462（3番人気）
馬単票数 計 161340 的中 �� 5614（7番人気）
ワイド票数 計 122262 的中 �� 7808（3番人気）�� 2611（11番人気）�� 2436（15番人気）
3連複票数 計 307346 的中 ��� 4472（16番人気）
3連単票数 計 545071 的中 ��� 2095（50番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．6―35．4―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェアリアスローズ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2012．6．10 函館4着

2010．4．30生 牝3栗 母 ネ ロ ー リ 母母 ファビラスターン 13戦1勝 賞金 16，090，000円
※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 イーグルカッター号・グランデラポール号

第４回 函館競馬 第４日



24039 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4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

510 スマートオリオン 牡3栗 56 吉田 隼人大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 490± 01：12．6 7．1�
24 マイネライムライト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム B440＋ 41：13．13 4．0�
36 � ストライクルート 牝3栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 米 Shadai Cor-

poration B438＋ 21：13．2クビ 3．1�
611 リュウノヒゲ 牝3芦 54 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 458－ 41：13．41� 14．4�
11 オリオンザレヴリ 牡3青鹿56 丸田 恭介平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 454＋ 61：13．5� 34．6	
23 ルミノハレブタイ 牝3栗 54 柴山 雄一尾上 松壽氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 462＋181：13．6	 108．0

714 ビーフィットウォー 牝3青鹿54 四位 洋文 �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 428± 01：13．81
 7．7�
816 プ ラ リ ネ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 富菜牧場 456± 01：13．9	 102．3�

47 シープシャンクス 牝3青鹿54 松田 大作市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 434－101：14．22 34．5
59 タマモキラリ 牝3鹿 54 古川 吉洋タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 452－ 21：14．3クビ 36．6�
35 ルーセブラック 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 ハナ 28．8�
12 ハレイワクィーン 牝3黒鹿54 秋山真一郎西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 468 ―1：14．4	 43．7�
713 ハッピーシーショア 牝3鹿 54 丸山 元気道永 幸治氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 450＋101：15．03� 16．2�
612 ジャングルハット 牝3鹿 54 田中 勝春 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 434－ 21：15．1� 10．4�
815 ドラゴンレインボー 牝3鹿 54 上村 洋行窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 大島牧場 442± 01：15．52� 50．4�
48 トウカイアムール 牝3鹿 54

52 △横山 和生内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 中島牧場 448－ 81：16．56 93．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，002，600円 複勝： 27，248，300円 枠連： 9，153，800円
馬連： 31，718，200円 馬単： 20，653，700円 ワイド： 18，334，600円
3連複： 45，062，200円 3連単： 70，834，900円 計： 240，008，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 150円 � 140円 枠 連（2－5） 1，300円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 540円 �� 480円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 13，090円

票 数

単勝票数 計 170026 的中 � 18994（3番人気）
複勝票数 計 272483 的中 � 24594（4番人気）� 56283（2番人気）� 57775（1番人気）
枠連票数 計 91538 的中 （2－5） 5216（7番人気）
馬連票数 計 317182 的中 �� 14746（5番人気）
馬単票数 計 206537 的中 �� 4588（9番人気）
ワイド票数 計 183346 的中 �� 7607（5番人気）�� 8758（3番人気）�� 25681（1番人気）
3連複票数 計 450622 的中 ��� 21639（2番人気）
3連単票数 計 708349 的中 ��� 3995（21番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―12．4―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．2―47．6―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．4
3 16（4，10）（3，13）（5，11，15）（6，9）14－7－1－（2，12）＝8 4 16（4，10）－3（5，13，11）（6，15）（14，9）－1，7－（2，12）＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートオリオン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2012．8．4 新潟9着

2010．3．15生 牡3栗 母 トロピカルレディー 母母 キヤニオンシロー 5戦1勝 賞金 5，600，000円
〔発走状況〕 ジャングルハット号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイアムール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月25日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウアザミ号
（非抽選馬） 2頭 アイドルワン号・パフォームワンダー号

24040 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4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
1：42．0
1：41．7

重
不良

711 ウエスタンオウジ 牡3鹿 56 田中 勝春西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 484＋101：45．9 6．9�
45 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 482＋141：46．85 2．2�
33 ヴ ェ ル ニ 牝3鹿 54 秋山真一郎岡 浩二氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 440± 01：47．01� 24．2�
812 リ ジ カ ー レ 牡3栗 56 勝浦 正樹吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム B478－121：47．1クビ 13．9�
56 クォンタムビット 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 41：47．73� 45．0�
69 サニーロック 牝3黒鹿54 黛 弘人宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 462＋101：47．8� 46．0�
57 ヤ マ ガ ー ル 牝3栗 54 村田 一誠西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 506＋ 41：47．9� 288．1	
11 コスモフォーユー 牡3鹿 56 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 三輪牧場 494－ 2 〃 ハナ 21．4�
44 プレシャスデイズ 牝3栗 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 422－ 41：48．85 63．0
22 カンタベリーリュウ 牡3鹿 56

54 △横山 和生峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 B488± 0 〃 アタマ 7．0�
68 レオアクシス �3青鹿56 柴山 雄一�レオ 萱野 浩二 浦河 中村 雅明 496＋ 21：48．9クビ 4．4�
813 アルカサーバ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 486± 01：49．85 22．1�
710 ベストリッジライン 牡3栗 56 田中 博康 
キャロットファーム 菊沢 隆徳 平取 坂東牧場 492－201：50．65 123．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，311，100円 複勝： 27，974，300円 枠連： 7，030，600円
馬連： 27，852，200円 馬単： 21，556，600円 ワイド： 15，601，800円
3連複： 37，904，900円 3連単： 76，140，100円 計： 232，371，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 270円 � 120円 � 420円 枠 連（4－7） 720円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，530円 �� 880円

3 連 複 ��� 5，290円 3 連 単 ��� 23，430円

票 数

単勝票数 計 183111 的中 � 21004（3番人気）
複勝票数 計 279743 的中 � 21900（5番人気）� 94663（1番人気）� 12139（6番人気）
枠連票数 計 70306 的中 （4－7） 7230（3番人気）
馬連票数 計 278522 的中 �� 21363（3番人気）
馬単票数 計 215566 的中 �� 7067（7番人気）
ワイド票数 計 156018 的中 �� 9046（4番人気）�� 1415（26番人気）�� 4318（10番人気）
3連複票数 計 379049 的中 ��� 5294（17番人気）
3連単票数 計 761401 的中 ��� 2399（67番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．7―12．8―13．2―13．1―12．9―12．7―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．3―42．1―55．3―1：08．4―1：21．3―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンオウジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．3．3 中山5着

2010．5．6生 牡3鹿 母 ウエスタンモーダ 母母 ウエスタンレジーナ 6戦1勝 賞金 6，500，000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） 3頭 キタサンヤマビコ号・ジューヌフルール号・トゥザルミナス号
（非抽選馬） 1頭 ネクストフラワー号



24041 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4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
1：09．3
1：07．8

良
良

55 クリノコマチ 牝2栗 54
51 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 446 ―1：14．2 5．4�

22 スパイスフェアリー 牝2栗 54 荻野 琢真吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 470 ―1：15．15 4．3�
44 ル ナ レ デ ィ 牝2黒鹿54 藤田 伸二村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 492 ―1：15．95 3．7�
33 テ ム ル 牡2栗 54

53 ☆菱田 裕二畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 沖田 博志 456 ―1：16．1� 1．9�
11 イ ス ズ ヒ メ 牝2鹿 54 田中 博康浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 412 ―1：17．59 26．9�

（5頭）

売 得 金
単勝： 16，151，400円 複勝： 20，136，500円 枠連： 発売なし
馬連： 13，797，500円 馬単： 17，907，800円 ワイド： 6，606，300円
3連複： 15，981，900円 3連単： 93，212，000円 計： 183，793，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 300円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 300円 �� 300円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 7，390円

票 数

単勝票数 計 161514 的中 � 23891（4番人気）
複勝票数 計 201365 的中 � 26595（4番人気）� 32325（3番人気）
馬連票数 計 137975 的中 �� 9560（6番人気）
馬単票数 計 179078 的中 �� 5876（11番人気）
ワイド票数 計 66063 的中 �� 5291（6番人気）�� 5363（5番人気）�� 7454（4番人気）
3連複票数 計 159819 的中 ��� 10703（4番人気）
3連単票数 計 932120 的中 ��� 9321（27番人気）

ハロンタイム 13．0―12．8―12．3―12．4―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．0―25．8―38．1―50．5―1：02．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．1
3 5，2，3－4－1 4 ・（5，2）－3－4＝1

勝馬の
紹 介

クリノコマチ �
	
父 サンライズペガサス �

	
母父 マヤノトップガン 初出走

2011．2．11生 牝2栗 母 コパノマルコリーニ 母母 ステファーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24042 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走12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 7，200，000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
1：42．0
1：41．7

重
不良

44 ハヤブサペコチャン 牝3栗 52 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456＋ 21：44．9 1．8�
812 コスモレイラ 牝4青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 21：46．07 14．3�
22 � シンワウォッカ 牝4鹿 55 四位 洋文若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 482± 0 〃 ハナ 6．6�
33 クロカミノオトメ 牝3青 52 丸山 元気 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 61：46．21� 4．3�
69 アースザスリー 牝3鹿 52 田中 勝春 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 472＋ 41：46．51� 9．4	
11 アディシオン 牝3鹿 52 岩田 康誠島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 494＋101：46．6� 30．5

45 ビックセイラー 牝3芦 52

51 ☆菱田 裕二�槇本牧場 庄野 靖志 日高 槇本牧場 522＋ 41：46．81	 102．7�
711 マコトクオバディス 牝3鹿 52 津村 明秀尾田左知子氏 北出 成人 日高 シンボリ牧場 474± 01：47．12 32．4�
68 シシリアンルージュ 牝4栗 55 黛 弘人�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 462＋ 41：47．41� 58．5
56 イニシャルダブル 牝3鹿 52 川島 信二 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 412＋ 21：47．5� 71．1�
57 ロージーローズ 牝3鹿 52

49 ▲城戸 義政北駿競走馬組合 田島 良保 新ひだか 上村 清志 464－ 41：48．56 173．9�
813 ラ グ ー ン 牝3栗 52 荻野 琢真桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 454＋ 21：48．71	 72．9�
710 グンジョウノソラ 牝3黒鹿52 小林 徹弥内藤 好江氏 浅野洋一郎 新ひだか 本桐牧場 422－ 21：49．65 203．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，569，600円 複勝： 48，574，100円 枠連： 7，730，800円
馬連： 24，889，300円 馬単： 23，502，800円 ワイド： 14，091，100円
3連複： 40，887，100円 3連単： 92，303，800円 計： 265，548，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 170円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 390円 �� 220円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 135696 的中 � 61263（1番人気）
複勝票数 計 485741 的中 � 317510（1番人気）� 20549（5番人気）� 38585（3番人気）
枠連票数 計 77308 的中 （4－8） 7637（4番人気）
馬連票数 計 248893 的中 �� 15491（4番人気）
馬単票数 計 235028 的中 �� 10861（6番人気）
ワイド票数 計 140911 的中 �� 8468（4番人気）�� 19453（2番人気）�� 5242（6番人気）
3連複票数 計 408871 的中 ��� 20553（5番人気）
3連単票数 計 923038 的中 ��� 10125（17番人気）

ハロンタイム 6．7―10．7―11．6―12．6―12．6―12．7―12．6―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．4―29．0―41．6―54．2―1：06．9―1：19．5―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサペコチャン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．6．24 函館3着

2010．1．26生 牝3栗 母 アイチェックユー 母母 Joan’s Gift 11戦2勝 賞金 23，600，000円
〔発走状況〕 シンワウォッカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※イニシャルダブル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



24043 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

24 ビップイシマツ 牡3青 54 松田 大作鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：12．9 15．6�
12 バクシンテイオー 牡4鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462－ 61：13．0� 3．6�
23 コウヨウチャンス 牝3栗 52 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 456－ 4 〃 クビ 40．8�
35 キングズウェザー 牡3栗 54 川須 栄彦吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 478－ 6 〃 ハナ 22．9�
713 メイショウライナー 牡3鹿 54 勝浦 正樹松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 482＋ 61：13．74 3．0�
612 ムジョウノカゼ 牝3栗 52 竹之下智昭國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム 430＋ 41：13．8� 278．7	
59 アルマダクロス 牡3栗 54 吉田 豊栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 456± 01：13．9クビ 31．0

815 ゼロワンシンジロー 牡4鹿 57 丸山 元気国田 正忠氏 牧田 和弥 新冠 長浜牧場 468＋ 21：14．0� 14．9�
47 ハギノソフィア 牝3栗 52 吉田 隼人安岡美津子氏 鮫島 一歩 日高 天羽 禮治 476± 01：14．2� 4．1�
611 ワイドキング 牡3鹿 54 古川 吉洋幅田 昌伸氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 468－ 21：14．3� 123．7
36 � フォレストピア 牡4鹿 57

55 △横山 和生 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 日高 オリオンファーム 458－ 41：14．4クビ 189．0�

11 サウスビクトル 牡4黒鹿57 田中 博康南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 462－ 21：14．71� 9．0�
816 リリーゴーゴー 牡3栗 54 丸田 恭介土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 B426± 01：15．12� 240．1�
48 � ヤギリエスペランサ 牝5栗 55

52 ▲伴 啓太内田ヤエ子氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター B516－ 2 〃 クビ 113．6�

510 ラブジョーイ 牝3青鹿52 上村 洋行増田 陽一氏 星野 忍 新冠 中地 義次 436± 01：15．31	 71．4�
714 モンサンスピカ 牝3鹿 52 津村 明秀山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 456－ 81：15．72� 74．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，575，500円 複勝： 25，848，600円 枠連： 9，673，600円
馬連： 34，769，300円 馬単： 24，194，300円 ワイド： 16，837，000円
3連複： 45，298，900円 3連単： 83，371，600円 計： 257，568，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 400円 � 210円 � 1，060円 枠 連（1－2） 1，450円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 760円 �� 5，070円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 20，740円 3 連 単 ��� 109，490円

票 数

単勝票数 計 175755 的中 � 8922（6番人気）
複勝票数 計 258486 的中 � 16293（6番人気）� 40153（3番人気）� 5383（9番人気）
枠連票数 計 96736 的中 （1－2） 4954（4番人気）
馬連票数 計 347693 的中 �� 11642（8番人気）
馬単票数 計 241943 的中 �� 3541（20番人気）
ワイド票数 計 168370 的中 �� 5796（7番人気）�� 789（39番人気）�� 1610（25番人気）
3連複票数 計 452989 的中 ��� 1612（57番人気）
3連単票数 計 833716 的中 ��� 562（273番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．4―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．2―47．6―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．7
3 1（4，7）（3，8）16（5，14，15）（2，10，11，13）（6，12）9 4 4，1，7，3－（5，8，15）16，2（14，11，13）（10，12）（6，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップイシマツ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．6．16 阪神6着

2010．2．13生 牡3青 母 ルビーレジェンド 母母 ル ビ ア 9戦2勝 賞金 11，800，000円
〔制裁〕 キングズウェザー号の騎手川須栄彦は，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：7番・

15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） 3頭 クリノバトゥーラ号・シキランマン号・ティティベンケイ号

24044 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4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
1：42．0
1：41．7

重
不良

44 ノブオズボーン 牡3鹿 54 藤田 伸二前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 飯岡牧場 540± 01：46．5 3．4�
811 クラウディオス 牡3栗 54

53 ☆菱田 裕二有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：46．71 14．9�
11 フ ィ ア レ ス 牝4栗 55 丹内 祐次西森 道男氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド B452－ 21：47．02 8．1�
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 462－ 81：47．21	 13．9�
33 オ リ ジ ン 
5鹿 57 岩田 康誠岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム 468－12 〃 アタマ 36．5�
22 シルクラングレー 牡4栗 57 竹之下智昭有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム 494＋ 21：47．3� 26．6�
79 � シンボリエンパイア 牡4黒鹿57 柴山 雄一シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada 526＋ 21：47．4 1．8	
56 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 510－ 61：47．82� 39．5

67 クレバーカイオウ 牡3鹿 54 丸山 元気�岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 458－ 21：47．9 62．6�
68 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 490－ 41：49．07 207．6�
812�� レッドガナドーラ 牝4黒鹿55 吉田 隼人 東京ホースレーシング 国枝 栄 米 Don L. Ming 522＋ 61：50．7大差 38．3�
710 サンライズコア 牡7鹿 57

54 ▲城戸 義政松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 470＋ 61：50．91 467．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，833，100円 複勝： 52，107，700円 枠連： 9，254，300円
馬連： 40，627，600円 馬単： 33，107，200円 ワイド： 19，137，500円
3連複： 58，824，000円 3連単： 132，766，700円 計： 366，658，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 230円 � 630円 � 360円 枠 連（4－8） 3，530円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 5，810円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 540円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 38，220円

票 数

単勝票数 計 208331 的中 � 48350（2番人気）
複勝票数 計 521077 的中 � 68029（2番人気）� 19320（5番人気）� 37206（4番人気）
枠連票数 計 92543 的中 （4－8） 1940（10番人気）
馬連票数 計 406276 的中 �� 9348（9番人気）
馬単票数 計 331072 的中 �� 4210（18番人気）
ワイド票数 計 191375 的中 �� 4565（11番人気）�� 9374（4番人気）�� 3116（17番人気）
3連複票数 計 588240 的中 ��� 4918（22番人気）
3連単票数 計1327667 的中 ��� 2564（97番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．6―43．3―56．5―1：09．3―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4F50．0―3F37．2
1
3
4（7，10，11）3（2，12）8－（1，5）－9－6
4（7，11）3（2，8）1（5，12）10，9，6

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

勝馬の
紹 介

ノブオズボーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．12．16 中京2着

2010．2．15生 牡3鹿 母 ピュアフレグランス 母母 ス キ ム 6戦2勝 賞金 17，900，000円
〔制裁〕 クレバーカイオウ号の調教師小西一男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔その他〕 レッドガナドーラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 レッドガナドーラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年9月25日まで出走できない。



24045 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4日 第9競走 ��
��2，600�

しゃこたん

積 丹 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
2：39．4
2：37．3

良
良

45 � バ ン デ 牡3鹿 54 岩田 康誠林 正道氏 矢作 芳人 愛 Kildaragh
Stud 500＋ 42：46．3 5．0�

711 ブライトボーイ 牡4鹿 57 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 476＋102：49．1大差 7．5�
33 	 スリーヴェローチェ 牡4鹿 57 吉田 隼人永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 464± 02：49．41
 8．3�
44 クリノメダリスト 牝7栗 55 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 444± 0 〃 クビ 23．7�
56 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 津村 明秀吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 474＋ 42：49．93 14．1�
710 アドマイヤエレノア 牝5鹿 55 四位 洋文近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442＋182：50．53� 72．3	
813 ワールドレーヴ 牡3黒鹿54 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 468＋ 42：50．6クビ 8．4

69 オ ム ニ バ ス 牡3青鹿54 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 466－ 42：50．92 21．5�
68 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 462－ 82：51．0クビ 30．4�
11 フロアクラフト 牝3黒鹿52 田中 勝春 キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：51．42� 5．5�
812 ジャングルパサー 牡3鹿 54 藤田 伸二有限会社シルク山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 502－ 42：52．14 3．6�
22 トーホウギルス 牡3栗 54 丹内 祐次東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 454－ 42：54．5大差 172．9�
57 マ ル マ ロ ス 牡3芦 54 菅原 隆一ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B514± 02：55．35 104．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，329，900円 複勝： 42，536，800円 枠連： 15，105，800円
馬連： 50，894，000円 馬単： 32，541，200円 ワイド： 23，701，000円
3連複： 71，352，800円 3連単： 123，087，700円 計： 381，549，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 220円 � 260円 � 210円 枠 連（4－7） 2，060円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 990円 �� 690円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 35，570円

票 数

単勝票数 計 223299 的中 � 35548（2番人気）
複勝票数 計 425368 的中 � 53185（3番人気）� 40750（6番人気）� 55324（2番人気）
枠連票数 計 151058 的中 （4－7） 5434（10番人気）
馬連票数 計 508940 的中 �� 14007（16番人気）
馬単票数 計 325412 的中 �� 5009（25番人気）
ワイド票数 計 237010 的中 �� 5396（15番人気）�� 5873（12番人気）�� 8683（7番人気）
3連複票数 計 713528 的中 ��� 8144（24番人気）
3連単票数 計1230877 的中 ��� 2554（133番人気）

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

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―25．0―37．4―50．0―1：02．4―1：15．2―1：28．3―1：41．3―1：54．0―2：07．0―2：20．5―2：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�バ ン デ �
�
父 Authorized �

�
母父 Priolo デビュー 2013．2．24 阪神4着

2010．4．11生 牡3鹿 母 Logica 母母 Salagangai 5戦2勝 賞金 16，865，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フロアクラフト号・ジャングルパサー号・トーホウギルス号・マルマロス号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，平成25年9月25日まで平地競走に出走できない。

24046 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4日 第10競走 ��
��1，800�ラ イ ラ ッ ク 賞

発走14時50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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

88 ショウナンカミング 牡5栗 57 岩田 康誠国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 B472± 01：53．3 2．8�
33 アースガルド 牡6鹿 57 横山 和生 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 476＋ 41：53．72� 14．9�
44 アドマイヤオウジャ 牡3鹿 54 四位 洋文近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458－ 61：53．8� 2．4�
11 アルセーヌシチー 牡7鹿 57 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 516＋101：53．9� 112．5�
66 レッドエレンシア 牝5黒鹿55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 430± 01：54．0	 4．2	
77 セビジャーナス 牝3黒鹿52 小林 徹弥加藤 厚子氏 浅野洋一郎 日高 広富牧場 434＋ 21：54．21 45．0

55 
 タンスチョキン 牝3鹿 52 田中 博康栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 454－ 81：55．58 10．5�
89 ロングボンズ 牝3黒鹿52 藤田 伸二中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 426－ 21：56．35 68．0�
22 ラブリイステラ 牝5芦 55 菱田 裕二�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 508＋ 2 〃 アタマ 32．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，662，400円 複勝： 27，566，100円 枠連： 9，266，400円
馬連： 38，578，600円 馬単： 32，958，500円 ワイド： 15，903，100円
3連複： 53，457，200円 3連単： 157，838，900円 計： 356，231，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 240円 � 120円 枠 連（3－8） 1，570円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 430円 �� 180円 �� 440円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 6，010円

票 数

単勝票数 計 206624 的中 � 58761（2番人気）
複勝票数 計 275661 的中 � 81040（1番人気）� 18298（5番人気）� 76104（2番人気）
枠連票数 計 92664 的中 （3－8） 4359（5番人気）
馬連票数 計 385786 的中 �� 19682（7番人気）
馬単票数 計 329585 的中 �� 13125（8番人気）
ワイド票数 計 159031 的中 �� 8121（6番人気）�� 28200（1番人気）�� 7904（7番人気）
3連複票数 計 534572 的中 ��� 40788（3番人気）
3連単票数 計1578389 的中 ��� 19397（20番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．5―12．9―12．8―12．8―13．2―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．4―49．3―1：02．1―1：14．9―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカミング �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2010．7．18 新潟3着

2008．4．11生 牡5栗 母 マルターズブリーズ 母母 ソ ヨ カ ゼ 35戦4勝 賞金 53，980，000円



24047 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第8回キーンランドカップ（ＧⅢ）

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，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額4，000万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，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）

キーンランド協会賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

11 フォーエバーマーク 牝5鹿 54 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 512＋ 41：11．7 5．2�
611 ストレイトガール 牝4鹿 54 田中 勝春廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 448＋ 4 〃 クビ 3．7�
23 シュプリームギフト 牝5青鹿54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458－ 41：11．91	 14．4�
59 アドマイヤセプター 牝5栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：12．0	 4．8�
714 ストークアンドレイ 牝3芦 51 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 458－ 61：12．1クビ 46．3�
713
 カディーシャ 牝4栗 54 丸山 元気 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 422± 01：12．52	 183．7

816 サ ン カ ル ロ 牡7黒鹿59 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 61：12．6クビ 20．8�
12 ビラゴーティアラ 牝6鹿 54 吉田 隼人三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 434－12 〃 ハナ 163．9�
612� シーギリヤガール 牝3栗 51 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 斉藤 正弘 日高 新生ファーム 436－ 2 〃 ハナ 368．7

（北海道）

47 レオンビスティー 牡4鹿 56 松田 大作備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 482－ 41：12．81� 45．9�
35 プリンセスメモリー 牝6鹿 54 丸田 恭介海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 406＋ 4 〃 アタマ 38．8�
24 
 レジェトウショウ 牝7栗 54 古川 吉洋トウショウ産業	 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 498－101：12．9クビ 120．9�
36 ファインチョイス 牝4鹿 54 四位 洋文宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 462－ 2 〃 クビ 6．5�
815 パ ド ト ロ ワ 牡6鹿 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 538＋ 81：13．11� 4．8�
48 ケイアイアストン 牡8鹿 56 津村 明秀亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 476＋ 21：13．41 249．3�
510 マ ス イ デ ア 牝4黒鹿54 藤田 伸二益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 444＋ 2 （競走中止） 98．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 117，902，900円 複勝： 189，802，600円 枠連： 70，492，700円
馬連： 445，088，600円 馬単： 234，510，000円 ワイド： 155，759，400円
3連複： 639，818，800円 3連単： 1，304，014，800円 計： 3，157，389，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 160円 � 340円 枠 連（1－6） 1，020円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 410円 �� 930円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，760円 3 連 単 ��� 19，030円

票 数

単勝票数 計1179029 的中 � 180816（4番人気）
複勝票数 計1898026 的中 � 285237（3番人気）� 373072（1番人気）� 119192（6番人気）
枠連票数 計 704927 的中 （1－6） 51337（4番人気）
馬連票数 計4450886 的中 �� 324737（3番人気）
馬単票数 計2345100 的中 �� 77376（8番人気）
ワイド票数 計1557594 的中 �� 101903（2番人気）�� 39739（12番人気）�� 34113（13番人気）
3連複票数 計6398188 的中 ��� 125905（11番人気）
3連単票数 計13040148 的中 ��� 50597（69番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．8―12．3―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．9―47．2―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．8
3 1（6，7）（5，15）8，9（3，16）11，2，13（12，14）－4－10 4 1（6，7）（5，8，15）9（3，11，16）14（2，13）12－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フォーエバーマーク �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2010．7．18 新潟2着

2008．1．27生 牝5鹿 母 リトミックダンス 母母 レガシーオブストレングス 21戦6勝 賞金 155，124，000円
〔競走中止〕 マスイデア号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 マスイデア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年10月25日まで出走できない。

24048 8月25日 晴 稍重 （25函館4）第4日 第12競走 ��
��1，700�

は く ち ょ う お お は し

白 鳥 大 橋 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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

810� マヤノクレド 牡5鹿 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B502－ 21：44．9 3．2�
66 マイネルマルシェ 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 452＋ 2 〃 アタマ 8．3�
11 � キクノグラード 牡4栗 57 秋山真一郎菊池 五郎氏 野村 彰彦 浦河 惣田 英幸 490＋ 41：45．11 31．4�
33 � トーセンブリッツ 牡5青 57 吉田 隼人島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B466－ 2 〃 ハナ 25．8�
55 アンティークカラー 牝5栗 55 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 462＋10 〃 クビ 4．0	
44 � アランルース 	5栃栗57 藤田 伸二
日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 452＋ 41：45．31
 24．1�
22 クローバーリーフ 牝5鹿 55 菱田 裕二吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 478－ 21：45．4クビ 19．7�
811� ローレルカンタータ 牡7栗 57 横山 和生 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム B524－ 41：45．71� 282．6
67 ディアフォルティス 牡5黒鹿57 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 B488± 01：45．8� 47．6�
79 ダイヴァーダウン 牡4栗 57 松田 大作吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 450＋ 21：46．01
 13．7�
78 サンマルデューク 牡4黒鹿57 四位 洋文相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 504－ 21：47．27 3．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，824，800円 複勝： 56，100，300円 枠連： 18，097，600円
馬連： 131，274，300円 馬単： 56，452，900円 ワイド： 38，209，100円
3連複： 117，457，500円 3連単： 266，445，200円 計： 720，861，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 240円 � 710円 枠 連（6－8） 1，230円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，250円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 7，730円 3 連 単 ��� 28，660円

票 数

単勝票数 計 368248 的中 � 93487（1番人気）
複勝票数 計 561003 的中 � 139580（1番人気）� 59758（4番人気）� 15076（9番人気）
枠連票数 計 180976 的中 （6－8） 10887（4番人気）
馬連票数 計1312743 的中 �� 72268（4番人気）
馬単票数 計 564529 的中 �� 18924（7番人気）
ワイド票数 計 382091 的中 �� 23982（4番人気）�� 7317（15番人気）�� 3559（26番人気）
3連複票数 計1174575 的中 ��� 11223（25番人気）
3連単票数 計2664452 的中 ��� 6863（95番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．8―12．6―12．8―12．6―12．5―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．6―42．2―55．0―1：07．6―1：20．1―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マヤノクレド �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 キンググローリアス

2008．3．31生 牡5鹿 母 ポットブリリアンス 母母 ポットカラミティー 26戦3勝 賞金 43，293，000円
初出走 JRA

３レース目



（25函館4）第4日 8月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 145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

236，130，000円
8，730，000円
1，940，000円
20，490，000円
51，054，500円
4，042，000円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
337，655，700円
604，344，900円
166，799，000円
882，463，500円
536，904，700円
349，252，600円
1，186，582，000円
2，551，173，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，615，175，400円

総入場人員 7，040名 （有料入場人員 6，018名）
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