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齢性
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オッズ・
単勝
人気

24049 8月31日 雨 重 （25函館4）第5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
1：47．4
1：45．6

稍重
不良

812 ツ ァ ー リ 牡2栗 54 川須 栄彦増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 21：47．4 5．0�
711 ライトオブホープ 牡2栗 54 柴山 雄一落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 イワミ牧場 498＋ 21：47．5� 12．3�
710� ドラゴンスパン 牡2黒鹿54 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 476＋ 21：48．24 3．9�
69 ルヴェソンヴェール 牝2栗 54 三浦 皇成佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 504＋ 41：48．41	 4．0�
56 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 B472＋ 6 〃 クビ 7．8�
22 クリノエビスジン 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 480－ 41：48．61	 24．9�
68 ジェイケイニュース 牡2栗 54 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 442－ 41：48．92 8．1	
57 コスモトレント 牝2栗 54 柴田 大知 
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 472＋ 41：49．43 18．5�
44 レイニーアプローズ 牡2鹿 54 江田 照男吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 462＋ 41：49．5クビ 29．3�
813 トミケンパシエンテ 牡2栗 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 西浦 勝一 日高 千葉飯田牧場 460± 01：49．7� 18．5
45 ヒ ュ ウ ガ 牡2鹿 54 古川 吉洋菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 464－ 41：49．9� 61．3�
11 ウインマティーニ 牡2鹿 54 津村 明秀�ウイン 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 440－ 61：50．75 79．4�
33 デンジャラー 牝2黒鹿54 吉田 隼人 
静内白井牧場 南田美知雄 日高 木村牧場 450＋ 41：51．76 126．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，561，900円 複勝： 25，629，600円 枠連： 7，878，700円
馬連： 25，666，300円 馬単： 18，517，200円 ワイド： 15，153，600円
3連複： 39，182，500円 3連単： 61，419，200円 計： 206，009，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 300円 � 200円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 660円 �� 510円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 18，880円

票 数

単勝票数 計 125619 的中 � 19922（3番人気）
複勝票数 計 256296 的中 � 48076（2番人気）� 19241（6番人気）� 34866（3番人気）
枠連票数 計 78787 的中 （7－8） 8778（3番人気）
馬連票数 計 256663 的中 �� 9189（11番人気）
馬単票数 計 185172 的中 �� 4196（13番人気）
ワイド票数 計 151536 的中 �� 5766（7番人気）�� 7759（4番人気）�� 2877（17番人気）
3連複票数 計 391825 的中 ��� 8604（11番人気）
3連単票数 計 614192 的中 ��� 2402（53番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ツ ァ ー リ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Grand Slam デビュー 2013．8．18 函館2着

2011．2．8生 牡2栗 母 グランドアメリフローラ 母母 Lady Ameriflora 2戦1勝 賞金 7，800，000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。
（非抽選馬） 2頭 クリノフクノオー号・ヤマト号

24050 8月31日 雨 稍重 （25函館4）第5日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時20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 シュヴァリエ 牝2栗 54 藤田 伸二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 424＋ 41：13．5 9．2�

35 ウインネオルーラー 牡2黒鹿54 柴田 大知�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 468＋ 21：13．6� 5．0�
24 アイノデンドウシ 牡2鹿 54 岩田 康誠國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 392－ 6 〃 クビ 3．2�
815 アルマエルナト 牡2栗 54 戸崎 圭太コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 454＋ 41：13．7� 5．1�
48 ア マ ア マ 牝2栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 434＋ 41：14．12� 19．2�
59 ノースショアビーチ 牡2鹿 54 村田 一誠�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム 474＋ 61：14．63 27．6	
36 デルマフクゾウ 牡2栗 54 津村 明秀浅沼 廣幸氏 武市 康男 日高 ファニーヒルファーム 476－101：14．81� 153．8

713 ピュアエクセル 牝2鹿 54 秋山真一郎山住 勲氏 須貝 尚介 えりも エクセルマネジメント 470－ 21：14．9クビ 29．0�
510 ル ナ レ デ ィ 牝2黒鹿54 蛯名 正義村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 486－ 61：15．53� 81．4�
12 クリノクレオパトラ 牝2黒鹿54 丹内 祐次栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 434＋ 21：16．24 190．9
611 カ ゼ ノ コ 牡2鹿 54

53 ☆菱田 裕二	嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 452＋ 4 〃 ハナ 4．7�
612 ヒルノバーハーバ 牡2鹿 54 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 小島牧場 478± 01：16．41
 20．6�
23 アスカクイン 牝2栗 54 吉田 隼人上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 456－ 21：16．93 70．6�
816 ハンサムオウジ 牡2鹿 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 444＋ 21：17．0� 99．2�
714 ルックアラウンド 牝2栗 54 黛 弘人�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム 446＋ 4 〃 ハナ 752．8�
47 ハクユウジャック 牡2栗 54

51 ▲伴 啓太 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか キヨミネ牧場 446－ 61：17．31� 330．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，569，900円 複勝： 27，313，900円 枠連： 6，269，700円
馬連： 24，300，700円 馬単： 15，937，200円 ワイド： 14，677，400円
3連複： 33，549，700円 3連単： 55，260，100円 計： 192，878，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 210円 � 230円 � 150円 枠 連（1－3） 3，340円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 6，940円

ワ イ ド �� 740円 �� 470円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 21，360円

票 数

単勝票数 計 155699 的中 � 13408（5番人気）
複勝票数 計 273139 的中 � 31959（4番人気）� 27840（5番人気）� 59617（1番人気）
枠連票数 計 62697 的中 （1－3） 1386（14番人気）
馬連票数 計 243007 的中 �� 5699（12番人気）
馬単票数 計 159372 的中 �� 1697（24番人気）
ワイド票数 計 146774 的中 �� 4687（9番人気）�� 7810（4番人気）�� 8640（3番人気）
3連複票数 計 335497 的中 ��� 11258（6番人気）
3連単票数 計 552601 的中 ��� 1910（60番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．0―12．6―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．5―48．1―1：00．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 ・（1，5）（8，16）4，15，9－（10，14）6（2，11）（13，12）7，3 4 ・（1，5）8，4，15－（9，16）10（6，2，14）11（13，12）＝（3，7）

勝馬の
紹 介

シュヴァリエ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2013．6．15 函館2着

2011．3．21生 牝2栗 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 6戦1勝 賞金 11，900，000円
〔発走状況〕 アルマエルナト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 クリノクレオパトラ号の騎手丹内祐次は，3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：7番）
〔その他〕 ハクユウジャック号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスカクイン号・ルックアラウンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月

30日まで平地競走に出走できない。
ハンサムオウジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月31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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルウシュウ号・ラッキーハンター号
（非抽選馬） 7頭 ヴァリアンティー号・クリノパンテオン号・ブラウ号・ボールドジャパン号・ルレーヴドパピヨン号・

ルークインザスカイ号・レディーインキモン号

第４回 函館競馬 第５日



24051 8月31日 雨 重 （25函館4）第5日 第3競走 ��1，700�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
1：42．0
1：41．7

重
不良

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 478－ 41：45．2 2．8�

44 プリーズドンテル 牡3鹿 56 丸田 恭介サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 508－10 〃 クビ 26．7�
22 マルトクスパート 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 472＋ 21：45．41 6．5�
11 ノボサイボーグ 牡3栗 56 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 462＋ 41：46．03� 5．5�
812 ル タ ド ー ル 牡3黒鹿56 津村 明秀 �オリオンファーム 牧 光二 日高 オリオンファーム 480＋ 8 〃 クビ 42．9�
711 ミッキーフィーバー 牡3鹿 56 川須 栄彦野田みづき氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 502± 01：46．1クビ 3．1	
57 マイネルゲイナー 牡3栗 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 久井牧場 440－ 21：46．41� 20．4

710 ヤマニンサッチェル 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 430＋ 21：46．5� 53．7�
56 メイショウアザミ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政松本 和子氏 中野 栄治 浦河 三嶋牧場 436＋ 41：47．24 62．3�
33 ニホンピロホウオー 牡3黒鹿56 村田 一誠小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 B450－ 2 〃 クビ 15．5
68 クイニーアマン 牝3栗 54 小林 徹弥新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 430＋ 41：47．94 388．7�
69 アキノアッパー 牡3栗 56 荻野 琢真穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 470＋141：48．43 40．0�
813 ヤマニンサティネ 牝3青鹿54 柴山 雄一土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 488－ 61：51．1大差 301．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，781，500円 複勝： 24，872，300円 枠連： 6，657，800円
馬連： 25，899，900円 馬単： 18，350，500円 ワイド： 14，611，800円
3連複： 35，778，900円 3連単： 66，084，700円 計： 208，037，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 490円 � 200円 枠 連（4－4） 3，780円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 960円 �� 350円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 30，130円

票 数

単勝票数 計 157815 的中 � 44918（1番人気）
複勝票数 計 248723 的中 � 64751（1番人気）� 9583（7番人気）� 32769（3番人気）
枠連票数 計 66578 的中 （4－4） 1300（13番人気）
馬連票数 計 258999 的中 �� 5277（13番人気）
馬単票数 計 183505 的中 �� 2515（21番人気）
ワイド票数 計 146118 的中 �� 3577（13番人気）�� 11848（2番人気）�� 1990（21番人気）
3連複票数 計 357789 的中 ��� 4693（20番人気）
3連単票数 計 660847 的中 ��� 1619（97番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．4―43．1―55．6―1：07．8―1：20．2―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒミノオオタカ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Opening Verse デビュー 2013．2．16 京都5着

2010．1．21生 牡3鹿 母 デアリングヴァース 母母 Power Bidder 9戦1勝 賞金 12，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンサティネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月31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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シアワセカナウ号

24052 8月31日 雨 重 （25函館4）第5日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 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 B464－102：10．5 27．2�

59 ショウナンカリーノ 牝3鹿 54 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 430± 02：10．71� 151．5�
12 コスモサンチャン 牝3鹿 54 柴田 大知 �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 436± 02：11．02 7．3�
24 フ ロ レ ン ト 牡3黒鹿56 丸田 恭介杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 62：11．42� 14．9�
47 テイエムプリンセス 牝3黒鹿54 松田 大作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 松浦牧場 460＋ 22：11．5� 12．9�
816 レッドオーディン 牡3鹿 56 戸崎 圭太 	東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 432－10 〃 ハナ 6．4

713 フェイマスシーン 牡3鹿 56 吉田 豊笠原 幸六氏 大久保洋吉 平取 高橋 啓 480＋ 22：11．71 17．9�
611 スカーレットポピー 牝3栗 54 勝浦 正樹吉田 千津氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 462± 02：12．12� 4．5�
612 タイセイゴディス 牝3鹿 54 柴山 雄一田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：12．63 13．8
714	 レッドエルザ 牝3栗 54 岩田 康誠 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Keene Ridge

Racing, LLC 424＋ 22：12．81� 3．9�
35 トウショウヴァース 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太トウショウ産業	 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502－ 2 〃 アタマ 41．0�
510 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 478＋ 62：12．9
 14．0�
36 ミラクルセレーネ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 坂本牧場 454＋ 62：14．8大差 22．7�
48 パフォームワンダー 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 426＋ 2 〃 ハナ 106．3�
23 タイセイスカイ 牡3鹿 56 江田 照男田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 B458± 02：16．39 98．4�
815 グランデミルク 牝3黒鹿54 菅原 隆一 	グランデオーナーズ 的場 均 新ひだか 鳥谷 勝彦 486＋ 22：17．89 79．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，859，200円 複勝： 28，937，600円 枠連： 9，455，200円
馬連： 27，210，100円 馬単： 17，963，000円 ワイド： 16，178，000円
3連複： 41，089，000円 3連単： 61，754，000円 計： 219，446，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 740円 � 3，160円 � 260円 枠 連（1－5） 3，840円

馬 連 �� 132，120円 馬 単 �� 254，940円

ワ イ ド �� 34，150円 �� 2，060円 �� 9，780円

3 連 複 ��� 235，070円 3 連 単 ��� 2，170，220円

票 数

単勝票数 計 168592 的中 � 4894（11番人気）
複勝票数 計 289376 的中 � 9795（10番人気）� 2088（13番人気）� 35592（4番人気）
枠連票数 計 94552 的中 （1－5） 1820（16番人気）
馬連票数 計 272101 的中 �� 152（101番人気）
馬単票数 計 179630 的中 �� 52（197番人気）
ワイド票数 計 161780 的中 �� 115（102番人気）�� 1979（28番人気）�� 404（61番人気）
3連複票数 計 410890 的中 ��� 129（307番人気）
3連単票数 計 617540 的中 ��� 21（2133番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．8―13．1―13．3―13．0―12．9―13．4―13．5―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．2―50．3―1：03．6―1：16．6―1：29．5―1：42．9―1：56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．9―3F41．0
1
3
1（2，9）10（3，14）（4，6，11）（8，13）7（16，15）12－5
1－9（2，10）（4，14，11）16，7（13，12）－（3，8）－5－6－15

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

勝馬の
紹 介

タカラプリンス �
�
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 2012．9．23 中山2着

2010．2．2生 牡3黒鹿 母 タカラサイレンス 母母 ミ ア カ ー ラ 10戦1勝 賞金 11，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランデミルク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月30日まで平地競

走に出走できない。
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10月31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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エアディジョン号・エターナルトルース号・キタサンヤマビコ号・ジュンザスカイ号・ジューヌフルール号・

ショウナンアズーリ号・ミワノロマンス号
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンアドーレ号



24053 8月31日 雨 重 （25函館4）第5日 第5競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11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
1：42．0
1：41．7

重
不良

22 ハリマヤヨサコイ 牡3鹿 56
54 △横山 和生西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 B478± 01：44．5 7．8�

45 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 436＋ 21：44．71� 39．5�
57 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 470＋ 21：44．8� 6．2�
813 クインポルカ 牝3芦 54

53 ☆菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450＋ 21：45．54 23．8�
711 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 482－ 61：45．6� 2．9�
33 メイショウユニオン 牡3栗 56 松田 大作松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 B450－ 41：45．7クビ 8．1	
56 イーグルカッター 牡3黒鹿56 岩田 康誠杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 470＋ 8 〃 クビ 6．6

69 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 秋山真一郎深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 B486＋ 21：46．65 15．0�
710 カシマルフィ 牡3黒鹿56 柴田 大知�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 454－ 61：46．91� 142．4�
68 ギンザマーシャル 牡3芦 56 三浦 皇成有馬 博文氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 522＋ 6 〃 クビ 28．7
812 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 452＋101：47．22 177．7�
11 ナムラキンボシ 牡3鹿 56 蛯名 正義奈村 信重氏 高木 登 日高 沖田牧場 492＋ 21：48．05 6．3�
44 スリーサンローズ 牝3栗 54 上村 洋行永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 428＋101：49．610 260．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，885，500円 複勝： 26，724，900円 枠連： 7，277，200円
馬連： 24，805，600円 馬単： 17，318，600円 ワイド： 14，464，500円
3連複： 35，834，700円 3連単： 61，267，100円 計： 204，578，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 210円 � 490円 � 200円 枠 連（2－4） 9，660円

馬 連 �� 7，280円 馬 単 �� 13，020円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 560円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 12，350円 3 連 単 ��� 84，360円

票 数

単勝票数 計 168855 的中 � 17248（5番人気）
複勝票数 計 267249 的中 � 37926（3番人気）� 11701（9番人気）� 39731（2番人気）
枠連票数 計 72772 的中 （2－4） 556（26番人気）
馬連票数 計 248056 的中 �� 2518（27番人気）
馬単票数 計 173186 的中 �� 982（50番人気）
ワイド票数 計 144645 的中 �� 1996（24番人気）�� 6861（4番人気）�� 1340（34番人気）
3連複票数 計 358347 的中 ��� 2143（48番人気）
3連単票数 計 612671 的中 ��� 536（317番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―29．8―42．1―54．2―1：06．4―1：18．8―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハリマヤヨサコイ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．12．8 中山5着

2010．5．11生 牡3鹿 母 ヤグラシンメル 母母 ヤグラエリナー 12戦1勝 賞金 10，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーサンローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月30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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワールドリーヴァ号
（非抽選馬） 4頭 ジンジャーミスト号・チサト号・ハルコマチ号・ユリシーズ号

24054 8月31日 雨 不良 （25函館4）第5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

812 シルヴァーグレイス 牝3鹿 52 秋山真一郎吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B452＋ 2 58．5 3．7�
67 マースストロング 牡4栗 57 丸田 恭介キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 鮫川 啓一 B462－12 58．71� 126．3�
68 コマノガレオス 牡4鹿 57 松田 大作長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 B526＋14 〃 クビ 11．4�
44 	 エクセレンフレール 牡3鹿 54 岩田 康誠加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. 502＋ 6 58．8クビ 3．1�
33 レ デ ィ ー 牝3鹿 52

51 ☆菱田 裕二浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 432＋10 〃 ハナ 50．5�
22 
 ザゲームイズオン 牡4鹿 57 戸崎 圭太大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 494－12 58．9� 17．7�
811 ドキドキガール 牝4鹿 55 津村 明秀藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 486－ 4 〃 ハナ 10．6	
55 レイズオブザサン 牡4黒鹿57 村田 一誠吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 448＋ 4 〃 クビ 54．8

56 キタサンハヤブサ 牡5芦 57 黛 弘人�大野商事 鹿戸 雄一 新ひだか 木田牧場 B534＋ 2 〃 ハナ 35．1�
11 バ ー ニ ー ズ 牡3栗 54 三浦 皇成村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 486－ 8 59．22 3．3
79 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 482＋ 8 59．51� 37．8�
710 シャーズブルー 牡7鹿 57 柴田 大知�谷川牧場 天間 昭一 浦河 谷川牧場 556－ 8 59．6� 53．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，788，000円 複勝： 30，313，800円 枠連： 9，113，200円
馬連： 27，499，200円 馬単： 19，731，700円 ワイド： 15，374，800円
3連複： 40，153，000円 3連単： 73，451，600円 計： 234，425，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 3，940円 � 350円 枠 連（6－8） 1，450円

馬 連 �� 30，120円 馬 単 �� 48，060円

ワ イ ド �� 9，890円 �� 920円 �� 16，640円

3 連 複 ��� 86，150円 3 連 単 ��� 582，880円

票 数

単勝票数 計 187880 的中 � 40435（3番人気）
複勝票数 計 303138 的中 � 68563（2番人気）� 1482（12番人気）� 21118（5番人気）
枠連票数 計 91132 的中 （6－8） 4643（4番人気）
馬連票数 計 274992 的中 �� 674（47番人気）
馬単票数 計 197317 的中 �� 303（87番人気）
ワイド票数 計 153748 的中 �� 373（54番人気）�� 4358（9番人気）�� 221（59番人気）
3連複票数 計 401530 的中 ��� 344（134番人気）
3連単票数 計 734516 的中 ��� 93（823番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．5―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーグレイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2013．2．2 東京3着

2010．3．4生 牝3鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 7戦2勝 賞金 16，400，000円
〔発走状況〕 ドキドキガール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ドキドキガール号は，平成25年9月1日から平成25年9月22日まで出走停止。停止期間の満了後に

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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マンリー号
（非抽選馬） 4頭 アウルム号・シゲルカリン号・フォースフル号・モリトブイコール号



24055 8月31日 雨 不良 （25函館4）第5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）

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

710 ブルーバレット 牝3黒鹿 52
50 △横山 和生泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 454＋ 21：44．7 5．5�

11 アドマイヤキュート 牝4黒鹿55 四位 洋文近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 432＋ 4 〃 アタマ 1．6�
22 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 492＋ 81：45．76 57．9�
44 ホワイトアルバム 牝5芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 520± 01：45．8クビ 17．5�
33 スカイグラフィティ 牝3芦 52 三浦 皇成飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 494＋20 〃 クビ 38．0�
45 � シンワウォッカ 牝4鹿 55 柴山 雄一若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 482± 01：45．9クビ 24．7	
711 ジャズダンサー 牝3栃栗52 丸田 恭介�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446＋ 21：46．22 18．4

68 トーワフォーエバー 牝3芦 52 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 464＋ 2 〃 ハナ 11．8�
69 ストレートラブ 牝4青鹿55 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 41：46．3クビ 53．5�
813� レインボーデイズ 牝5栗 55 田中 博康�ターフ・スポート新開 幸一 日高 ナカノファーム 448＋161：47．47 311．4
812 アースザスリー 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 472± 01：47．93 40．8�
56 デ コ レ イ ト 牝4鹿 55 蛯名 正義吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 476＋ 61：48．32� 37．4�
57 グラマラスグロウ 牝3鹿 52 古川 吉洋首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 B460± 01：48．4クビ 12．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，651，400円 複勝： 58，008，000円 枠連： 9，936，000円
馬連： 28，091，900円 馬単： 23，966，200円 ワイド： 17，744，400円
3連複： 41，082，700円 3連単： 83，713，600円 計： 284，194，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 110円 � 630円 枠 連（1－7） 340円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，870円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 25，360円

票 数

単勝票数 計 216514 的中 � 31570（2番人気）
複勝票数 計 580080 的中 � 44048（2番人気）� 360143（1番人気）� 9272（9番人気）
枠連票数 計 99360 的中 （1－7） 22078（1番人気）
馬連票数 計 280919 的中 �� 35573（1番人気）
馬単票数 計 239662 的中 �� 10393（6番人気）
ワイド票数 計 177444 的中 �� 18806（1番人気）�� 1356（30番人気）�� 3373（15番人気）
3連複票数 計 410827 的中 ��� 6605（15番人気）
3連単票数 計 837136 的中 ��� 2437（76番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．6―42．9―55．3―1：07．2―1：19．5―1：31．8

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーバレット �
�
父 First Defence �

�
母父 Smart Strike デビュー 2012．8．19 札幌4着

2010．3．12生 牝3黒鹿 母 エンゼルアーチ 母母 Maid’s Broom 13戦2勝 賞金 20，020，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シシリアンルージュ号

24056 8月31日 雨 重 （25函館4）第5日 第8競走 ��1，800�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
1：46．0
1：44．1

良
良

57 エアセノーテ 牡3栗 54 松田 大作 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 500＋ 21：59．4 26．7�
11 スリーアフロディテ 牝4鹿 55 岩田 康誠永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 496± 02：00．25 2．5�
34 サ ン グ ッ プ 牡5栗 57 戸崎 圭太加藤 信之氏 嶋田 潤 日高 加藤ステーブル 494＋ 82：00．94 9．7�
46 マコトタンホイザー 牡3青鹿 54

53 ☆菱田 裕二尾田左知子氏 中村 均 様似 出口 繁夫 490＋ 42：01．96 24．4�
813 イ キ 牡3栗 54 秋山真一郎前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 62：03．39 41．4�
22 � メイショウオトコギ �4栗 57

54 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 458＋ 62：03．51� 59．6	
58 マイネルアルティマ 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 478＋ 42：04．13	 6．2

33 パシャドーラ 牝3鹿 52 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500－ 62：05．05 2．7�
711� プレミアムカード �5鹿 57

55 △横山 和生青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 42：06．17 52．6�

610 ユキノマルガリータ 牝3鹿 52 勝浦 正樹井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 468－ 62：07．05 55．6
814 ロードツイスター �3鹿 54 荻野 琢真 �ロードホースクラブ 高野 友和 浦河 惣田 英幸 456＋ 42：07．1クビ 200．1�
69 イースタリーガスト 牡6黒鹿57 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 494± 02：07．31� 66．2�
45 ヴュルデバンダム 牝4青鹿55 吉田 隼人山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 450＋ 42：08．57 98．4�
712 クリノチョモラーリ 牝3栗 52

49 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 458－ 62：13．9大差 40．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，483，000円 複勝： 23，297，900円 枠連： 8，803，100円
馬連： 27，034，900円 馬単： 20，814，600円 ワイド： 15，428，800円
3連複： 38，433，300円 3連単： 78，567，000円 計： 227，862，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，670円 複 勝 � 500円 � 140円 � 270円 枠 連（1－5） 700円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 9，620円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，350円 �� 430円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 82，840円

票 数

単勝票数 計 154830 的中 � 4576（6番人気）
複勝票数 計 232979 的中 � 9021（6番人気）� 64623（2番人気）� 20414（4番人気）
枠連票数 計 88031 的中 （1－5） 9350（3番人気）
馬連票数 計 270349 的中 �� 5878（9番人気）
馬単票数 計 208146 的中 �� 1598（24番人気）
ワイド票数 計 154288 的中 �� 3493（9番人気）�� 1513（21番人気）�� 9765（4番人気）
3連複票数 計 384333 的中 ��� 3748（20番人気）
3連単票数 計 785670 的中 ��� 700（183番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―12．5―13．1―13．3―13．6―13．6―14．3―14．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―36．8―49．9―1：03．2―1：16．8―1：30．4―1：44．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F56．2―3F42．6
1
3
12，7，11，10，13，1－（8，14）2－9（3，4，6）5
7＝（11，1）（13，4）6（10，3）（2，8）12，14，9，5

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

勝馬の
紹 介

エアセノーテ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．12．2 中山3着

2010．3．14生 牡3栗 母 エアリアーナ 母母 エアイゾルテ 8戦1勝 賞金 12，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウオトコギ号・マイネルアルティマ号・パシャドーラ号・プレミアムカード号・

ユキノマルガリータ号・ロードツイスター号・イースタリーガスト号・ヴュルデバンダム号・
クリノチョモラーリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月30日まで平地競
走に出走できない。



24057 8月31日 雨 不良 （25函館4）第5日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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 ヒラボクプリンス 牡3鹿 54
53 ☆菱田 裕二�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 492± 01：43．9 2．4�

45 アルマベルヴァ 牡3鹿 54 吉田 隼人コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 B488± 01：44．64 3．6�
57 スタンドバイミー 牡4鹿 57 岩田 康誠石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 458－ 81：44．81 11．4�
33 � マヤノカデンツァ 牡4栗 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 464＋ 21：45．22� 13．6�
710 ヴェルティゴ 牡4青鹿57 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 520＋ 8 〃 アタマ 12．0�
56 バイオレットムーン 牡3栗 54

51 ▲城戸 義政池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 518＋ 81：45．51� 17．3	
68 ダ イ ゴ ロ ー 牡5鹿 57

55 △横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 516－101：45．6� 17．7

711� ロ ゼ オ 牡4栗 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 488－ 41：45．7� 311．8�
69 セイントデジタル 牝3栗 52 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 456－141：45．9� 61．3�
22 ウォーターシュート 牡3鹿 54 小林 徹弥山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 406＋ 21：46．11� 77．8
11 ユキノマークン 牡5鹿 57 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 496＋ 21：46．63 7．0�
812 トレードウィンド 牡3鹿 54 柴田 大知 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 502－ 21：47．23� 160．8�
813 ファンタズミック 牡5鹿 57 戸崎 圭太大塚 亮一氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 518－ 31：50．7大差 33．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，507，200円 複勝： 31，461，200円 枠連： 10，756，300円
馬連： 35，723，100円 馬単： 25，857，700円 ワイド： 19，521，900円
3連複： 54，478，100円 3連単： 111，763，900円 計： 309，069，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 150円 � 250円 枠 連（4－4） 410円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 200円 �� 580円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 4，790円

票 数

単勝票数 計 195072 的中 � 64232（1番人気）
複勝票数 計 314612 的中 � 84520（1番人気）� 61078（2番人気）� 24059（5番人気）
枠連票数 計 107563 的中 （4－4） 19692（1番人気）
馬連票数 計 357231 的中 �� 66019（1番人気）
馬単票数 計 258577 的中 �� 29582（1番人気）
ワイド票数 計 195219 的中 �� 31515（1番人気）�� 7314（8番人気）�� 6151（10番人気）
3連複票数 計 544781 的中 ��� 27299（5番人気）
3連単票数 計1117639 的中 ��� 17224（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．2―42．6―54．7―1：06．8―1：19．1―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクプリンス �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．5．26 京都4着

2010．3．22生 牡3鹿 母 ヒラボクキャロル 母母 チョウカイキャロル 6戦2勝 賞金 17，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファンタズミック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月30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） 2頭 ゴールデンオブジェ号・マイネルハートレー号
（非抽選馬） 1頭 ギルドマスター号

24058 8月31日 雨 不良 （25函館4）第5日 第10競走 ��
��1，200�

ひ つ じ が お か

羊 ヶ 丘 特 別
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

11 ビーナストリック 牝3栗 52 津村 明秀友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 450＋ 41：14．4 17．6�
35 ヤマニンプチガトー 牝4栗 55 松田 大作土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 476＋ 41：14．82� 6．6�
714 マイネサヴァラン 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 81：15．54 9．4�
611	 ユールフェスト 牝4青鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey B464＋ 21：15．82 2．0�
12 ダブルスパーク 牝4芦 55 菱田 裕二吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 460± 01：15．9� 29．3	
23 ツクバリンカーン 牡3芦 54 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 530－ 41：16．75 121．9

816 ストロングロビン 牡7鹿 57 丸田 恭介村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 488＋ 81：16．91
 28．9�
47 タマニューホープ 牡7鹿 57 伴 啓太玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 476＋ 2 〃 クビ 132．5�
713 ゴーイングパワー 牡4鹿 57 川須 栄彦林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 480＋ 4 〃 ハナ 12．8
815 ラーストチカ 牝3黒鹿52 吉田 豊岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 438－ 2 〃 ハナ 67．0�
24 タイヨウパフューム 牝5鹿 55 戸崎 圭太小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 394± 01：17．32� 43．6�
59 メイショウヒデタダ 牡4黒鹿57 吉田 隼人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 480＋ 61：17．51 45．1�
48 ニシノカチヅクシ 牡4黒鹿57 柴山 雄一西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 490± 01：17．6クビ 23．2�
612 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 486＋ 21：17．81
 33．0�
36 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＋ 21：18．43� 26．7�
510 ダンツミュータント 牡4青鹿57 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 444＋ 81：18．61
 9．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，822，800円 複勝： 44，802，500円 枠連： 16，957，500円
馬連： 57，641，700円 馬単： 37，007，300円 ワイド： 27，812，100円
3連複： 83，273，500円 3連単： 140，333，600円 計： 435，651，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 460円 � 210円 � 260円 枠 連（1－3） 2，490円

馬 連 �� 6，240円 馬 単 �� 13，920円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 2，770円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 22，710円 3 連 単 ��� 161，830円

票 数

単勝票数 計 278228 的中 � 12513（6番人気）
複勝票数 計 448025 的中 � 22005（6番人気）� 64231（2番人気）� 47121（4番人気）
枠連票数 計 169575 的中 （1－3） 5034（10番人気）
馬連票数 計 576417 的中 �� 6822（19番人気）
馬単票数 計 370073 的中 �� 1963（43番人気）
ワイド票数 計 278121 的中 �� 3282（19番人気）�� 2435（28番人気）�� 6497（9番人気）
3連複票数 計 832735 的中 ��� 2707（70番人気）
3連単票数 計1403336 的中 ��� 640（442番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．8―13．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―47．6―1：00．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F39．6
3 1＝（5，11）10，14，9（3，16）（6，13）15（2，8）7，4，12 4 1－11，5－14，10，9（3，16）（6，13，15）8，2－7，4，12

勝馬の
紹 介

ビーナストリック �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．10．14 新潟2着

2010．4．27生 牝3栗 母 ゴーゴーナイナー 母母 プラスマチョン 13戦3勝 賞金 36，192，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヒデタダ号・ニシノカチヅクシ号・シゲルシゲザネ号・オオタニジムチョウ号・

ダンツミュータント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月30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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プロスペラスマム号
（非抽選馬） 6頭 エクレウス号・シキランマン号・トーセントレジャー号・ハンターワディ号・レオンビスティー号・ワキノブレイブ号



24059 8月31日 雨 不良 （25函館4）第5日 第11競走
第48回農林水産省賞典

��
��1，800�札幌2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

農林水産大臣賞・北海道知事賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 30，000，000円 12，000，000円 7，500，000円 4，500，000円 3，000，000円
付 加 賞 532，000円 152，000円 76，000円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：51．2
1：46．0

良
良

11 レッドリヴェール 牝2黒鹿54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 426＋ 21：59．7 5．1�
46 マイネグレヴィル 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 458± 0 〃 クビ 6．8�
34 ハイアーレート 牡2黒鹿54 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 484－ 42：00．97 13．1�
22 ピ オ ネ ロ 牡2鹿 54 蛯名 正義 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478＋142：02．07 15．0�
610 マイネルフロスト 牡2芦 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 474－ 42：03．17 3．0	
711 マラムデール 牝2栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 444＋ 82：03．52� 16．9

45 メイショウスミトモ 牡2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476± 02：03．81� 50．6�
813 トーセンシルエット 牝2芦 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 442＋ 62：04．12 35．4
58 	 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 464－ 82：04．41� 5．6�
712 ダンツキャノン 牡2栗 54 川須 栄彦山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 510＋ 42：05．78 272．3�
57 サ ン グ ラ ス 牡2青鹿54 田中 博康玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 486± 02：07．29 77．2�
814 クリノコマチ 牝2栗 54 伴 啓太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 62：07．83� 69．3�
69 ロードフォワード 牡2青鹿54 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 430－ 4 〃 ハナ 25．2�
33 バウンスシャッセ 牝2鹿 54 四位 洋文 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 512＋ 42：09．29 11．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 81，333，200円 複勝： 117，572，600円 枠連： 40，191，200円
馬連： 244，012，800円 馬単： 134，855，900円 ワイド： 86，310，300円
3連複： 332，427，700円 3連単： 640，782，400円 計： 1，677，486，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 230円 � 340円 枠 連（1－4） 2，090円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，460円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 10，570円 3 連 単 ��� 51，340円

票 数

単勝票数 計 813332 的中 � 127741（2番人気）
複勝票数 計1175726 的中 � 155604（2番人気）� 141095（4番人気）� 83924（6番人気）
枠連票数 計 401912 的中 （1－4） 14199（11番人気）
馬連票数 計2440128 的中 �� 76503（9番人気）
馬単票数 計1348559 的中 �� 23614（14番人気）
ワイド票数 計 863103 的中 �� 27503（9番人気）�� 14334（20番人気）�� 15240（17番人気）
3連複票数 計3324277 的中 ��� 23215（40番人気）
3連単票数 計6407824 的中 ��� 9212（174番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―13．0―13．5―13．1―13．7―13．9―14．2―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．4―50．9―1：04．0―1：17．7―1：31．6―1：45．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F55．7―3F42．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レッドリヴェール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2013．6．1 阪神1着

2011．2．19生 牝2黒鹿 母 ディソサード 母母 I’m Out 2戦2勝 賞金 37，532，000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。
（非抽選馬） 3頭 アースウィンド号・オイダシダイコ号・サンダラス号

24060 8月31日 雨 不良 （25函館4）第5日 第12競走 ��
��2，000�

だいせつ

報知杯大雪ハンデキャップ
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．9．1以降25．8．25まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

報知新聞社賞（1着）
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

713� キングズクエスト �4栗 54 黛 弘人岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 450＋102：15．2 83．0�
59 マイネルストラーノ 牡3青鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 62：15．3	 6．9�
23 ル ロ ワ 牡6青鹿54 三浦 皇成栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 480－ 2 〃 クビ 107．8�
34 � アルティスト 牡6鹿 55 四位 洋文塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 488± 02：15．4クビ 16．7�
814� ダブルオーセブン 牡5黒鹿55 勝浦 正樹久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 486－ 22：15．61	 37．7�
22 ロードエフォール 牡5黒鹿55 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 480－ 42：15．81 48．6	
58 ヴァリアシオン 牡4鹿 55 古川 吉洋 
サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504± 02：16．01	 15．2�
712 コスモアンドロメダ 牝4黒鹿52 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム 442－ 22：16．53 46．3�
11 デルマイザナミ 牝4鹿 53 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 470＋ 22：16．6	 13．9
46 ネコタイショウ 牡3鹿 53 江田 照男桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 442＋ 82：16．8
 2．4�
611 ダンツアトラス 牡3鹿 53 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 62：18．07 11．9�
815 プ レ イ 牡5青鹿58 柴田 大知岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 518＋ 22：19．610 9．9�
610 ウォーターセレネ 牝8栃栗50 城戸 義政山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 426± 02：20．13 497．9�
35 � ユウターウェーヴ 牡6栗 54 横山 和生北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 490－ 62：20．73	 89．6�
47 テイエムダイパワー 牡3栗 54 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 486± 02：20．9
 4．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，014，000円 複勝： 60，752，500円 枠連： 24，139，800円
馬連： 108，536，100円 馬単： 50，443，600円 ワイド： 40，443，700円
3連複： 116，461，500円 3連単： 214，812，000円 計： 657，603，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，300円 複 勝 � 1，400円 � 310円 � 2，170円 枠 連（5－7） 4，860円

馬 連 �� 23，970円 馬 単 �� 55，320円

ワ イ ド �� 6，370円 �� 19，850円 �� 7，020円

3 連 複 ��� 353，700円 3 連 単 ��� 1，957，180円

票 数

単勝票数 計 420140 的中 � 3992（12番人気）
複勝票数 計 607525 的中 � 10596（12番人気）� 60283（3番人気）� 6731（14番人気）
枠連票数 計 241398 的中 （5－7） 3669（18番人気）
馬連票数 計1085361 的中 �� 3569（54番人気）
馬単票数 計 504436 的中 �� 673（121番人気）
ワイド票数 計 404437 的中 �� 1568（60番人気）�� 499（87番人気）�� 1421（62番人気）
3連複票数 計1164615 的中 ��� 243（353番人気）
3連単票数 計2148120 的中 ��� 81（1990番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．4―12．9―13．2―13．5―14．1―14．4―15．1―15．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．5―49．4―1：02．6―1：16．1―1：30．2―1：44．6―1：59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F59．1―3F45．0
1
3
7，13，12（11，15）（1，9）6，3，10（2，8）5＝14＝4・（13，1）（7，6，8）（12，9）（3，15）2，14－11＝（10，5）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�キングズクエスト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト

2009．3．1生 �4栗 母 エレガントフライ 母母 アンカースティーム 18戦2勝 賞金 31，022，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウターウェーヴ号・テイエムダイパワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
平成25年9月30日まで平地競走に出走できない。

※出走取消馬 ラヴィンライフ号（疾病〔左肩跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エレガンテココ号
（非抽選馬） 2頭 エディン号・メジロジェニファー号



（25函館4）第5日 8月31日（土曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後重後不良
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 168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

212，110，000円
2，080，000円
6，790，000円
1，820，000円
18，020，000円
56，159，000円
4，606，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
304，257，600円
499，686，800円
157，435，700円
656，422，300円
400，763，500円
297，721，300円
891，744，600円
1，649，209，200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 4，857，241，000円

総入場人員 4，948名 （有料入場人員 4，208名）
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