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24061 9月1日 曇 不良 （25函館4）第6日 第1競走 ��
��1，800�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
1：51．2
1：46．0

良
良

711 アグネスドリーム 牡2黒鹿54 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 468± 01：58．2 15．9�
44 カアナパリビーチ 牝2鹿 54 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 460－ 41：59．58 3．9�
813 ブレイヴリー 牡2鹿 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 41：59．71� 13．7�
45 アクアマリンブレス 牡2黒鹿54 丸田 恭介 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 504± 02：00．55 8．3�
69 ジェイケイカルミア 牝2鹿 54 三浦 皇成小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤川フアーム 426－ 22：01．35 99．6	
11 ウインボナンザ 牡2鹿 54 黛 弘人�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 22：01．4� 11．0

56 デルマコテツ 牡2栗 54 宮崎 光行浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 434－ 42：01．71	 177．2�

（北海道）

33 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 384－ 82：02．12� 102．2�

812 マイネルサルト 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新ひだか タイヘイ牧場 466± 02：02．2	 66．3

22 フクノブリューナク 牡2栗 54 四位 洋文福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 482－ 42：02．3� 116．1�
57 ウェーブゴールド 牡2黒鹿54 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466± 02：02．83 3．1�
710 ティーエスハーツ 牡2黒鹿54 川須 栄彦田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 522＋ 42：03．12 16．0�
68 シャドウカラーズ 牝2鹿 54 松田 大作飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 444± 02：03．63 4．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，552，000円 複勝： 33，470，100円 枠連： 9，141，900円
馬連： 34，814，600円 馬単： 22，864，200円 ワイド： 18，099，800円
3連複： 50，326，700円 3連単： 80，251，000円 計： 267，520，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 390円 � 180円 � 360円 枠 連（4－7） 830円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 7，470円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，850円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 9，000円 3 連 単 ��� 63，420円

票 数

単勝票数 計 185520 的中 � 9224（7番人気）
複勝票数 計 334701 的中 � 19980（7番人気）� 62463（2番人気）� 22318（5番人気）
枠連票数 計 91419 的中 （4－7） 8139（3番人気）
馬連票数 計 348146 的中 �� 9662（16番人気）
馬単票数 計 228642 的中 �� 2260（35番人気）
ワイド票数 計 180998 的中 �� 3460（19番人気）�� 2374（25番人気）�� 4535（15番人気）
3連複票数 計 503267 的中 ��� 4128（34番人気）
3連単票数 計 802510 的中 ��� 934（229番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．8―13．2―13．2―13．4―13．4―13．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．5―50．7―1：03．9―1：17．3―1：30．7―1：44．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．3―3F40．9
1
3
11（4，13）8（1，12）3（5，7）－（6，9）－10，2
11，13－4，12，8（1，7）（5，10）3（9，2）－6

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

勝馬の
紹 介

アグネスドリーム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Came Home デビュー 2013．8．18 函館2着

2011．4．10生 牡2黒鹿 母 アグネスカルミア 母母 Morning Star 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フクノブリューナク号・ウェーブゴールド号・ティーエスハーツ号・シャドウカラーズ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月1日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ディアメドゥーサ号（疾病〔感冒〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マイネルゾンネ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24062 9月1日 曇 不良 （25函館4）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

68 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 470－ 8 59．0 6．1�
67 ブラウンワールド 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二キャピタルクラブ 加藤 和宏 新冠 田鎖牧場 B452＋ 2 59．21� 3．8�
56 ミスワイキキ 牝3栗 54 松田 大作加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436－ 6 59．3� 45．1�
812 シャインエフェクト 牝3芦 54 勝浦 正樹皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 B442－ 6 59．5� 16．3�
22 シ ナ ン ジ ュ 牝3青鹿54 古川 吉洋田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B444± 0 〃 クビ 29．2�
33 メイショウオトワカ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 480＋ 4 〃 ハナ 8．7	
79 クリノアンデス 牝3鹿 54 津村 明秀栗本 博晴氏 蛯名 利弘 新冠 競優牧場 424＋ 2 59．71 41．7

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± 0 59．8� 3．1�
11 ティアップワンダー 牡3黒鹿56 丹内 祐次田中 昇氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 450± 0 59．9� 37．8�
811 ラ サ イ ニ 牝3黒鹿 54

52 △横山 和生加藤 信之氏 的場 均 新冠 ヒノデファーム 474＋ 8 〃 クビ 10．0
55 プリンシアルーナ 牝3鹿 54 吉田 隼人芳川 貴行氏 栗田 徹 平取 坂東牧場 432＋ 41：00．21� 40．3�
44 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 476＋ 2 〃 ハナ 9．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，831，300円 複勝： 26，527，500円 枠連： 8，529，100円
馬連： 25，562，500円 馬単： 18，291，600円 ワイド： 14，666，200円
3連複： 38，917，500円 3連単： 62，544，700円 計： 209，870，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 200円 � 1，290円 枠 連（6－6） 1，080円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 440円 �� 4，060円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 17，080円 3 連 単 ��� 87，100円

票 数

単勝票数 計 148313 的中 � 19258（3番人気）
複勝票数 計 265275 的中 � 34044（3番人気）� 42255（2番人気）� 4113（12番人気）
枠連票数 計 85291 的中 （6－6） 5870（4番人気）
馬連票数 計 255625 的中 �� 18537（3番人気）
馬単票数 計 182916 的中 �� 5990（7番人気）
ワイド票数 計 146662 的中 �� 9128（2番人気）�� 837（48番人気）�� 1074（38番人気）
3連複票数 計 389175 的中 ��� 1682（64番人気）
3連単票数 計 625447 的中 ��� 530（288番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．6―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．0
3 ・（7，8）11（6，10，12）2，9－4，1，5－3 4 ・（7，8）（11，12）6，10，2，9，4，1（3，5）

勝馬の
紹 介

ローレルシャイニー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ウォーニング デビュー 2013．2．23 阪神5着

2010．3．26生 牡3黒鹿 母 ピースオブフリー 母母 ビ ベ 5戦1勝 賞金 6，400，000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） 2頭 グランデラポール号・メイショウパーサー号
（非抽選馬） 2頭 ゴールドマズル号・ポントマイコ号

第４回 函館競馬 第６日



24063 9月1日 曇 不良 （25函館4）第6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）

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
1：42．0
1：41．7

重
不良

56 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 442＋ 41：46．5 4．0�
69 ソルダテッサ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 440－ 41：46．6� 15．2�
711 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 474－ 21：46．7� 4．9�
68 テイエムオデッセイ 牝3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 444＋ 21：46．8� 44．1�
710 アルテミスハート 牝3青鹿54 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 498－ 21：46．9� 2．3�
813 フ ァ リ ー ム 牝3鹿 54 松田 大作水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 482＋ 21：47．53� 18．0	
44 マプティット 牝3鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 420－ 21：47．6� 14．5

33 サマーキララ 牝3栗 54 川須 栄彦セゾンレースホース� 中村 均 日高 日高大洋牧場 420± 01：47．92 11．0�
57 スターバトマーテル 牝3鹿 54 柴田 大知�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 市川フアーム 446－ 41：48．11� 237．7
812 チェリッシュハート 牝3鹿 54 丹内 祐次中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B436＋ 21：48．3� 93．6�
45 ゴールデンリーフ 牝3鹿 54 小林 徹弥冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 420－ 61：49．25 82．8�
22 アイドルワン 牝3黒鹿54 荻野 琢真 �高木競走馬育成牧場 大和田 成 浦河 福岡 光夫 460－ 6 〃 クビ 51．0�
11 ヤマニンレジーナ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 408－ 61：49．3� 108．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，137，800円 複勝： 27，662，100円 枠連： 8，386，700円
馬連： 26，205，400円 馬単： 21，419，700円 ワイド： 15，437，200円
3連複： 38，606，800円 3連単： 74，347，500円 計： 228，203，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 360円 � 170円 枠 連（5－6） 2，410円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 630円 �� 400円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 25，470円

票 数

単勝票数 計 161378 的中 � 32559（2番人気）
複勝票数 計 276621 的中 � 51122（2番人気）� 15931（6番人気）� 48698（3番人気）
枠連票数 計 83867 的中 （5－6） 2569（9番人気）
馬連票数 計 262054 的中 �� 6263（12番人気）
馬単票数 計 214197 的中 �� 3188（18番人気）
ワイド票数 計 154372 的中 �� 5994（8番人気）�� 10288（3番人気）�� 3410（15番人気）
3連複票数 計 386068 的中 ��� 7465（12番人気）
3連単票数 計 743475 的中 ��� 2155（83番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．6―42．4―55．2―1：07．7―1：20．2―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フリティラリア �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．6．17 福島2着

2010．1．10生 牝3芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 15戦1勝 賞金 15，160，000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 ヴィラデステ号・リネンスカイ号

24064 9月1日 曇 不良 （25函館4）第6日 第4競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：06．5

良
良

611 レディオブオペラ 牝3黒鹿54 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492－ 61：13．7 4．1�

12 コウヨウチャンス 牝3栗 54 古川 吉洋寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 450－ 61：15．29 6．8�
510 メリーウェザー 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 510＋ 61：16．26 4．6�
815 ウエスタンパピヨン 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �ウエスタンファーム 加藤 和宏 浦河 中島 俊明 462＋ 2 〃 クビ 21．1�
59 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＋ 21：16．3クビ 24．3	
612� ストライクルート 牝3栗 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 須貝 尚介 米 Shadai Cor-

poration 440＋ 2 〃 クビ 11．3

24 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 458＋ 4 〃 アタマ 50．6�
11 スリーラグタイム 牡3黒鹿56 川須 栄彦永井商事� 小野 幸治 浦河 辻 牧場 432± 0 〃 ハナ 24．6�
816 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 B442＋ 21：16．61� 8．6
23 シ ェ ー ル 牝3芦 54 柴田 大知谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B436－ 41：16．7� 5．6�
35 ミリオンジス 牝3鹿 54

52 △横山 和生�岡崎牧場 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 440－ 61：17．01� 40．9�
47 ホールロッタラヴ 牝3黒鹿54 竹之下智昭吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 クビ 112．4�
714� シ ア ー ジ ュ 牝3鹿 54 秋山真一郎前田 幸治氏 和田 正道 米 Foxborough

Farm et. al. 434＋ 41：17．1クビ 51．2�
36 スマイリンアスク 牝3黒鹿54 吉田 隼人廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 422± 0 〃 クビ 98．2�
48 アキノハート 牝3栗 54 荻野 琢真穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 佐竹 学 470－ 21：17．41� 76．3�
713 ベルエアファルコン 牡3栗 56 勝浦 正樹榮 義則氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 478－ 61：18．14 25．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，785，700円 複勝： 31，694，200円 枠連： 12，235，400円
馬連： 31，771，400円 馬単： 21，734，900円 ワイド： 17，958，000円
3連複： 48，763，900円 3連単： 75，807，200円 計： 257，750，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 230円 � 190円 枠 連（1－6） 1，070円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 760円 �� 460円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 21，440円

票 数

単勝票数 計 177857 的中 � 34827（1番人気）
複勝票数 計 316942 的中 � 50141（1番人気）� 34068（5番人気）� 44680（2番人気）
枠連票数 計 122354 的中 （1－6） 8501（4番人気）
馬連票数 計 317714 的中 �� 12618（5番人気）
馬単票数 計 217349 的中 �� 4366（7番人気）
ワイド票数 計 179580 的中 �� 5697（6番人気）�� 10117（1番人気）�� 5575（8番人気）
3連複票数 計 487639 的中 ��� 9128（6番人気）
3連単票数 計 758072 的中 ��� 2610（26番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―11．9―12．3―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．4―35．3―47．6―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディオブオペラ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．8．18 函館3着

2010．1．28生 牝3黒鹿 母 レディミドルトン 母母 Danuta 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミリオンジス号・ホールロッタラヴ号・シアージュ号・スマイリンアスク号・アキノハート号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月1日まで平地競走に出走できない。
ベルエアファルコン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月1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。
（非抽選馬） 1頭 クリノバトゥーラ号



24065 9月1日 曇 不良 （25函館4）第6日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走11時50分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．4
1：45．6

稍重
不良

57 サトノスーペリア 牡2黒鹿54 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 458 ―1：47．5 16．5�
22 ディアブレイズン 牡2鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 矢野 英一 新ひだか 岡田 猛 460 ―1：47．82 20．0�
69 ピンクプリンセス 牝2芦 54 吉田 隼人池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 510 ― 〃 ハナ 14．2�
813 コウセイマユヒメ 牝2鹿 54 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 458 ―1：48．01� 82．3�
11 スカイノフーサン 牡2黒鹿54 荻野 琢真江 賦晨氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 490 ―1：48．1クビ 6．5�
33 トーホウパルサー 牡2栗 54 黛 弘人東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 514 ―1：48．31� 4．1	
710 ミスズモンブラン 牡2栗 54

53 ☆菱田 裕二永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 480 ―1：48．62 8．7

812 スリーズブーケ 牝2鹿 54 三浦 皇成髙樽さゆり氏 高市 圭二 新冠 柏木 一則 444 ―1：48．7クビ 24．6�
711 ステキステキ 牝2栗 54 柴田 大知西村新一郎氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 460 ―1：49．12� 30．3�
45 ジョーエクスカリバ 牡2鹿 54 古川 吉洋上田けい子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 500 ―1：49．31� 4．8
68 リヴィエール 牝2芦 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 472 ―1：50．04 4．3�
56 ワンダフルバディ 牝2芦 54 藤田 伸二堀川 三郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 434 ―1：50．21� 45．1�
44 カズサクション 牝2鹿 54 丸田 恭介 �ローレルレーシング 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 488 ―1：53．2大差 58．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，818，000円 複勝： 23，559，700円 枠連： 8，769，300円
馬連： 25，719，500円 馬単： 18，814，100円 ワイド： 13，054，300円
3連複： 34，274，900円 3連単： 58，560，700円 計： 198，570，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 570円 � 600円 � 500円 枠 連（2－5） 6，050円

馬 連 �� 8，760円 馬 単 �� 18，420円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 3，090円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 40，800円 3 連 単 ��� 348，540円

票 数

単勝票数 計 158180 的中 � 7583（7番人気）
複勝票数 計 235597 的中 � 10996（7番人気）� 10360（8番人気）� 12658（6番人気）
枠連票数 計 87693 的中 （2－5） 1071（25番人気）
馬連票数 計 257195 的中 �� 2169（30番人気）
馬単票数 計 188141 的中 �� 754（61番人気）
ワイド票数 計 130543 的中 �� 1240（30番人気）�� 1038（34番人気）�� 1014（35番人気）
3連複票数 計 342749 的中 ��� 620（111番人気）
3連単票数 計 585607 的中 ��� 124（730番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．3―13．0―12．7―12．6―12．9―12．9―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．7―43．7―56．4―1：09．0―1：21．9―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノスーペリア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

2011．2．27生 牡2黒鹿 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24066 9月1日 曇 重 （25函館4）第6日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走12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
1：08．0
1：06．5

良
良

12 スマートオリオン 牡3栗 54 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 492＋ 21：13．5 5．1�
816 タンブルブルータス 牡4鹿 57 岩田 康誠ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 492－ 41：13．82 15．4�
35 モーニングコール 牝3鹿 52 丸田 恭介飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 428＋ 21：14．22� 3．2�
11 フリーアズアバード 	5鹿 57 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B466＋ 21：14．94 9．3�
510 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 480＋ 21：15．0� 23．9�
59 
 ビービーボイジャー 牡3栗 54 津村 明秀	坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 502＋14 〃 クビ 82．4

36 ジョアンシーピン 牝3黒鹿52 柴田 大知西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 468＋121：15．31� 25．2�
23 タツストロング 牡4栗 57 四位 洋文原 司郎氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 494－ 81：15．4クビ 13．1�
713 ステラビアンカ 牡3栗 54 小林 徹弥	ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 446＋ 81：16．14 136．8
47 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 476－ 61：16．31� 7．5�
611 サウンドマンデュロ 牡4青鹿 57

54 ▲城戸 義政増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford
Stud Ltd 464＋ 61：16．51� 7．7�

24 
 プロティアン 牡3鹿 54 宮崎 光行	下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 460± 01：16．92� 316．6�
（北海道）

815 ヤマニンシバルリー 牡5青鹿 57
55 △横山 和生土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 478－10 〃 クビ 24．3�

612 タマモマナムスメ 牝3黒鹿 52
51 ☆菱田 裕二タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B454＋121：17．32� 16．8�

48 フィールドメジャー 牝3栗 52 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 ハナ 37．3�
714
 ネオウーリボー 牡5鹿 57 松田 大作小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 81：17．61� 98．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，427，200円 複勝： 28，785，800円 枠連： 10，849，200円
馬連： 33，048，400円 馬単： 19，976，600円 ワイド： 16，303，700円
3連複： 45，954，300円 3連単： 79，654，300円 計： 249，999，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 340円 � 150円 枠 連（1－8） 1，500円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 370円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 36，630円

票 数

単勝票数 計 154272 的中 � 23955（2番人気）
複勝票数 計 287858 的中 � 37774（2番人気）� 17857（7番人気）� 64880（1番人気）
枠連票数 計 108492 的中 （1－8） 5373（6番人気）
馬連票数 計 330484 的中 �� 7180（12番人気）
馬単票数 計 199766 的中 �� 2130（23番人気）
ワイド票数 計 163037 的中 �� 2350（24番人気）�� 12121（1番人気）�� 3993（7番人気）
3連複票数 計 459543 的中 ��� 7332（8番人気）
3連単票数 計 796543 的中 ��� 1605（91番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．8―12．3―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．1―47．4―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．4
3 2，11，5－16（12，8）6（14，15）（3，9）（7，10）1，13，4 4 2－5，11，16－6－（12，8，9）（1，3）（14，15，10）7（4，13）
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 6戦2勝 賞金 12，800，000円
〔発走状況〕 メイショウライナー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 メイショウライナー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロティアン号・ヤマニンシバルリー号・タマモマナムスメ号・フィールドメジャー号・

ネオウーリボー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月1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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クロンドローリエ号・サイズミックレディ号・ヤマニンネレイス号・ユキノラムセス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



24067 9月1日 小雨 不良 （25函館4）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
1：42．0
1：41．7

重
不良

22 ブラインドサイド 牡4鹿 57 四位 洋文諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488± 01：44．0 5．3�
11 � ラ ン ド ル ト 牡4鹿 57

56 ☆菱田 裕二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472± 01：44．21� 12．6�
813 ダブルファンタジー 牝3栗 52 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 482－ 2 〃 ハナ 23．7�
710 ラローザブル 牡3栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B488＋ 61：44．3� 5．3�
68 メイプルリンカーン 牡5栗 57 三浦 皇成節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 480＋ 21：44．51	 4．7�
45 プリティーマッハ 牡5芦 57

55 △横山 和生越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 440－101：44．6クビ 28．1�
57 � ラブトゥオール 牡4黒鹿 57

54 ▲伴 啓太安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 480＋121：44．92 86．6	
711 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 B546－ 61：45．0	 6．1�
69 サンダーオーシャン 牡3鹿 54 津村 明秀千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 498－121：45．1クビ 13．4�
56 � サンマルダーム 牝4栗 55 藤田 伸二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 424± 01：45．31	 123．8
33 マイティマックス 牝3鹿 52 秋山真一郎 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 504± 01：45．51� 11．9�
812 ナリタロック 牡3栗 54 松田 大作�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 482－ 41：45．92	 6．8�
44 オ リ ジ ン 
5鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム 462－ 61：46．43 53．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，481，000円 複勝： 25，315，800円 枠連： 9，555，600円
馬連： 30，388，900円 馬単： 18，271，900円 ワイド： 15，200，700円
3連複： 40，381，600円 3連単： 68，046，500円 計： 222，642，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 230円 � 370円 � 480円 枠 連（1－2） 3，180円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 2，870円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 25，050円 3 連 単 ��� 103，550円

票 数

単勝票数 計 154810 的中 � 23361（2番人気）
複勝票数 計 253158 的中 � 34243（2番人気）� 17622（7番人気）� 12726（8番人気）
枠連票数 計 95556 的中 （1－2） 2222（14番人気）
馬連票数 計 303889 的中 �� 6564（14番人気）
馬単票数 計 182719 的中 �� 2349（26番人気）
ワイド票数 計 152007 的中 �� 3275（15番人気）�� 1283（36番人気）�� 1948（32番人気）
3連複票数 計 403816 的中 ��� 1190（88番人気）
3連単票数 計 680465 的中 ��� 485（414番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―12．0―12．4―12．3―11．8―12．4―12．7―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．8―42．2―54．5―1：06．3―1：18．7―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラインドサイド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．15 東京2着

2009．4．4生 牡4鹿 母 ギミーシェルター 母母 オークツリー 14戦2勝 賞金 37，224，000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 シナーラ号・ジョーラプター号・タケルハヤテ号
（非抽選馬） 1頭 シルクラングレー号

24068 9月1日 小雨 重 （25函館4）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

815 ゼログラヴィティー 牡4黒鹿57 岩田 康誠吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 470± 02：12．5 17．2�
714 クラーロデルナ 牡4鹿 57

55 △横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 482－ 8 〃 クビ 17．8�
611� スリーヴェローチェ 牡4鹿 57 三浦 皇成永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 458－ 62：13．35 12．3�
47 マイネルランスタン 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 42：13．4クビ 21．4�
11 � メイショウテッサイ 牡5鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 508－ 22：14．03	 4．2�
612 プラチナテーラー 牝3鹿 52 津村 明秀中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 452－ 42：14．1クビ 4．2	
713 メイショウグレア 牝3鹿 52

49 ▲伴 啓太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 428± 02：14．2	 5．3

510 コスモユウチャン 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 472＋ 42：14．94 15．4�
48 レアパルファム 牝3芦 52 丸田 恭介森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 454－142：16．07 38．0
24 フロールジェナ 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 456＋182：16．42	 289．4�
36 メジロミドウ 牝5黒鹿55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 444－ 22：17．03	 31．5�
23 レッドマーキュリー 牝4鹿 55 田中 博康深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 486± 02：18．06 74．5�
816 クリアビュー 牝3鹿 52 上村 洋行髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 458＋ 42：18．32 400．1�
59 
 ヴァーチュスター 牝5鹿 55 松田 大作市川 義美氏 今野 貞一 米 Yoshimi

Ichikawa 468－10 〃 ハナ 13．5�
35 ゴ ー ス ル ー 牡3鹿 54 荻野 琢真 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 448＋ 62：19．47 21．8�
12 ナンヨーユナ 牝3芦 52 藤田 伸二中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 482± 02：19．93 10．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，704，600円 複勝： 27，185，400円 枠連： 13，784，100円
馬連： 42，438，600円 馬単： 23，260，900円 ワイド： 18，247，500円
3連複： 51，831，700円 3連単： 83，583，700円 計： 277，036，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 670円 � 400円 � 330円 枠 連（7－8） 3，490円

馬 連 �� 19，170円 馬 単 �� 33，930円

ワ イ ド �� 4，770円 �� 3，190円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 40，570円 3 連 単 ��� 319，620円

票 数

単勝票数 計 167046 的中 � 7684（8番人気）
複勝票数 計 271854 的中 � 10009（10番人気）� 18285（6番人気）� 23095（4番人気）
枠連票数 計 137841 的中 （7－8） 2918（15番人気）
馬連票数 計 424386 的中 �� 1634（61番人気）
馬単票数 計 232609 的中 �� 506（112番人気）
ワイド票数 計 182475 的中 �� 936（62番人気）�� 1413（45番人気）�� 1528（39番人気）
3連複票数 計 518317 的中 ��� 943（153番人気）
3連単票数 計 835837 的中 ��� 193（1029番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．3―13．1―13．9―13．5―13．9―14．6―14．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．7―48．8―1：02．7―1：16．2―1：30．1―1：44．7―1：59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F56．3―3F42．4
1
3
2－（5，12）－（7，3）11，10－15－6（1，13）（9，16）4，14，8・（2，11）（12，5）（10，7）（15，13）（1，16）14－（3，8）9－4＝6

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

勝馬の
紹 介

ゼログラヴィティー �
�
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 2012．1．29 京都3着

2009．2．10生 牡4黒鹿 母 サンヴィクトワール 母母 ヴィクトリーバンク 13戦2勝 賞金 18，340，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドマーキュリー号・クリアビュー号・ヴァーチュスター号・ゴースルー号・ナンヨーユナ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月1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 スイートリリック号・ミライエ号
（非抽選馬） 7頭 ティティベンケイ号・デルマベム号・ミスズブライアンズ号・メイショウサンカン号・ヤマチョウボス号・

ロングボンズ号・ローレルグラーネ号



24069 9月1日 小雨 不良 （25函館4）第6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

68 ウエスタンオウジ 牡3鹿 54 岩田 康誠西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 482－ 21：44．2 3．2�
57 ミッキースマホ 牡3栗 54 川須 栄彦野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 476＋ 21：44．41� 4．0�
33 ムテキザセカンド 牡3栗 54

53 ☆菱田 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 502＋ 41：44．72 7．0�
22 � エルヘイロー 牡5黒鹿57 三浦 皇成吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 490－ 2 〃 クビ 19．5�
812 ラ グ ナ ロ ク �7黒鹿57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B482－ 21：44．8クビ 225．7�
710 レッドジャクソン 牡4鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 550＋141：45．01	 11．3	
11 プラチナグロース 牡3芦 54 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか グランド牧場 482± 01：45．1クビ 4．1

711 ニューハウン 牡3鹿 54 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 514－ 61：45．41
 37．0�
44 メイショウオオカゼ 牡3黒鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 4 〃 ハナ 11．7�
45 スノークラフト 牝4芦 55 黛 弘人鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 444± 0 〃 クビ 118．6
69 マイネルパイレーツ 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 506－101：45．93 41．1�
56 � エクスレジェーラ 牝4黒鹿55 松田 大作山住 勲氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 460－ 21：46．43 157．0�
813� シゲルクルミ 牡4鹿 57 宮崎 光行森中 蕃氏 佐藤 吉勝 浦河 三枝牧場 472－ 41：47．14 135．4�

（北海道）

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，538，200円 複勝： 36，648，200円 枠連： 11，704，100円
馬連： 48，957，600円 馬単： 31，083，100円 ワイド： 22，939，700円
3連複： 66，494，500円 3連単： 126，218，700円 計： 368，584，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 150円 � 210円 枠 連（5－6） 630円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 390円 �� 560円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 7，680円

票 数

単勝票数 計 245382 的中 � 61967（1番人気）
複勝票数 計 366482 的中 � 62816（2番人気）� 78041（1番人気）� 39730（4番人気）
枠連票数 計 117041 的中 （5－6） 13870（1番人気）
馬連票数 計 489576 的中 �� 48324（2番人気）
馬単票数 計 310831 的中 �� 16272（1番人気）
ワイド票数 計 229397 的中 �� 15559（3番人気）�� 10000（4番人気）�� 9655（7番人気）
3連複票数 計 664945 的中 ��� 26479（3番人気）
3連単票数 計1262187 的中 ��� 12142（8番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．1―12．5―12．2―12．1―12．3―12．6―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．1―42．6―54．8―1：06．9―1：19．2―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―3F37．3
1
3
・（3，5）（6，7）－1，9（2，4）11，12（10，13）8・（3，5）7，6（1，11）2（12，9）（10，4）－8，13

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

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 7戦2勝 賞金 13，700，000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 サルバドールハクイ号・ナイキトリック号・リッカスウィープ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24070 9月1日 小雨 重 （25函館4）第6日 第10競走 ��
��1，200�す ず ら ん 賞

発走14時50分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．3
1：07．8

良
良

36 フクノドリーム 牝2栗 54 横山 和生福島 実氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 474± 01：14．3 3．4�
11 フ ァ ソ ン 牡2鹿 54 吉田 隼人桐谷 茂氏 高木 登 浦河 ガーベラパー

クスタツド B442－ 21：15．36 10．4�
35 シシャモオージ 牡2黒鹿54 松田 大作大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 460＋ 21：16．47 5．4�
714� ヒワノスーパー 牡2栗 54 宮崎 光行樋渡 信義氏 松本 隆宏 新冠 樋渡 信義 458－ 8 〃 クビ 84．0�

（北海道） （北海道）

611 マイネルディアベル 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 444－ 41：16．5	 6．4�

48 コスモエルデスト 牝2鹿 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 鳥井 征士 432＋101：16．71	 17．7

23 ヴ ォ ラ ー タ 牝2栗 54 勝浦 正樹藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418＋ 21：16．8	 12．1�
713� キタサンシンゲキ 牡2鹿 54 津村 明秀	大野商事 原 孝明 新ひだか カタオカステーブル 468－ 6 〃 ハナ 124．2�

（北海道）

12 � コパノサムタイム 牡2鹿 54 阿部 龍小林 祥晃氏 角川 秀樹 新ひだか 西村 和夫 432－ 21：16．9	 186．9
（北海道） （北海道）

815� ニシケンモノノフ 牡2栗 54 小林 徹弥西森 鶴氏 原 孝明 新冠 八木 常郎 492＋ 21：17．0クビ 16．1�
（北海道）

510 ファイトバック 牡2黒鹿54 川須 栄彦宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 454± 01：17．42	 21．9�
816 ウインレーベン 牡2青鹿54 岩田 康誠�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 436± 0 〃 クビ 8．2�
59 � ハーブティー 牝2黒鹿54 佐々木国明迎 徹氏 若松 平 新冠 芳住 鉄兵 486－ 81：17．93 75．8�

（北海道） （北海道）

612 ジ ャ リ ー ヴ 牝2鹿 54 三浦 皇成佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 土田 扶美子 472＋121：18．0クビ 23．4�
47 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 470± 01：18．74 18．7�
24 � パ ツ キ ン 牝2栗 54 藤田 伸二岡井 元憲氏 国信 満 浦河 村下 明博 452－ 21：18．91	 48．2�

（北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，533，500円 複勝： 39，002，700円 枠連： 20，653，300円
馬連： 60，948，800円 馬単： 35，868，300円 ワイド： 26，646，100円
3連複： 79，337，900円 3連単： 132，240，600円 計： 421，231，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 250円 � 180円 枠 連（1－3） 1，440円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 920円 �� 490円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 24，000円

票 数

単勝票数 計 265335 的中 � 63014（1番人気）
複勝票数 計 390027 的中 � 66138（1番人気）� 35676（5番人気）� 60459（2番人気）
枠連票数 計 206533 的中 （1－3） 10591（7番人気）
馬連票数 計 609488 的中 �� 19950（7番人気）
馬単票数 計 358683 的中 �� 7318（7番人気）
ワイド票数 計 266461 的中 �� 6969（7番人気）�� 14423（2番人気）�� 6016（12番人気）
3連複票数 計 793379 的中 ��� 13171（6番人気）
3連単票数 計1322406 的中 ��� 4068（32番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．8―12．4―13．0―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．8―47．2―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フクノドリーム �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2013．6．22 函館2着

2011．3．30生 牝2栗 母 キャニオンリリー 母母 ミスフアピー 3戦2勝 賞金 23，143，000円
〔発走状況〕 コパノサムタイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイトバック号・ウインレーベン号・ハーブティー号・ジャリーヴ号・デンコウウノ号・パツキン号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月1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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クールジョジョ号
（非抽選馬） 1頭 コスモスパークル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



24071 9月1日 曇 重 （25函館4）第6日 第11競走 ��
��2，600�

たんちょう

丹頂ステークス
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，24．9．1以降25．8．25まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

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
2：39．4
2：37．3

良
良

22 サイモントルナーレ 牡7栗 50 横山 和生澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 460± 02：54．7 34．1�
45 トラストワン 牡5黒鹿52 岩田 康誠大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 492－122：54．91� 23．3�
44 メイショウウズシオ 牡6黒鹿55 四位 洋文松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 476＋ 22：55．0� 5．2�
11 コスモラピュタ 牡6鹿 53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 62：55．42� 14．2�
69 モ ズ 牡6青 53 丸田 恭介�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 B472± 02：55．61� 11．3	
68 セイカプレスト 牡7黒鹿54 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 472＋ 82：56．55 10．1

57 コスモロビン 牡5鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 542＋ 62：56．6� 4．8�
56 	 リリエンタール 牡6鹿 52 古川 吉洋山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida 434－ 62：56．91
 4．3�
711 イケドラゴン 牡8栗 48 竹之下智昭池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 530－ 23：00．8大差 49．1
812 ロードオブザリング 牡6鹿 54 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 492－ 63：01．22� 9．9�
813� グラスゴッド 牡9栗 51 荻野 琢真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 482＋ 63：01．4
 63．9�
710 サトノタイガー 牡5黒鹿54 勝浦 正樹里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 470－ 63：05．0大差 19．5�
33 レッドシュナイト 牡5栗 51 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B478＋ 2 （競走中止） 9．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，344，100円 複勝： 67，039，200円 枠連： 36，349，300円
馬連： 175，587，100円 馬単： 90，111，700円 ワイド： 60，917，100円
3連複： 238，764，600円 3連単： 438，244，900円 計： 1，150，358，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，410円 複 勝 � 800円 � 730円 � 220円 枠 連（2－4） 9，600円

馬 連 �� 32，520円 馬 単 �� 71，280円

ワ イ ド �� 7，220円 �� 3，040円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 67，160円 3 連 単 ��� 576，520円

票 数

単勝票数 計 433441 的中 � 10028（11番人気）
複勝票数 計 670392 的中 � 19515（11番人気）� 21839（10番人気）� 98732（3番人気）
枠連票数 計 363493 的中 （2－4） 2796（26番人気）
馬連票数 計1755871 的中 �� 3985（68番人気）
馬単票数 計 901117 的中 �� 933（135番人気）
ワイド票数 計 609171 的中 �� 2047（63番人気）�� 4935（39番人気）�� 8017（28番人気）
3連複票数 計2387646 的中 ��� 2624（166番人気）
3連単票数 計4382449 的中 ��� 561（1104番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．7―12．9―13．1―13．7―13．5―13．5―13．4―13．9―14．3―14．2―14．5

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�
13．2―25．0―37．7―50．6―1：03．7―1：17．4―1：30．9―1：44．4―1：57．8―2：11．7―2：26．0―2：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F56．9―3F43．0
1
�
1－（9，12）－（5，11）13（6，10）2（8，7）4＝3
1－9，5（6，4）2（8，7）－11（13，10）－12＝3

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

勝馬の
紹 介

サイモントルナーレ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2009．3．21 中山7着

2006．5．14生 牡7栗 母 ユーモレスク 母母 アリーウイン 44戦4勝 賞金 104，488，000円
〔競走中止〕 レッドシュナイト号は，競走中に異常歩様となったため2周目3コーナー通過後に競走中止。
〔調教再審査〕 レッドシュナイト号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イケドラゴン号・ロードオブザリング号・グラスゴッド号・サトノタイガー号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，平成25年10月1日まで平地競走に出走できない。

24072 9月1日 雨 不良 （25函館4）第6日 第12競走 ��
��1，700�

く し ろ し つ げ ん

釧 路 湿 原 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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

57 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 516＋ 41：42．0 9．6�
68 ワイルドフラッパー 牝4黒鹿55 藤田 伸二吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 518＋121：42．63� 9．9�
22 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 480－ 41：42．81	 8．7�
44 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 492± 0 〃 アタマ 4．3�
813 マイネルマルシェ 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 448－ 41：42．9� 7．1	
710 バイオレットアロー 牡3鹿 54 菱田 裕二池田 實氏 藤岡 範士 新ひだか 山口 忠彦 452－ 21：43．0� 29．5

56 ケイティーズハート 牝4鹿 55 丸田 恭介 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 472－ 21：43．1� 5．0�
812 サンライズスマート 牡4鹿 57 松田 大作松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 476± 01：43．2
 19．1�
33 � 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 488－ 21：43．4
 17．5
45 ピュアダイヤモンド 牝4青鹿55 黛 弘人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 470± 01：44．14 51．6�
11 � サンライズサルーテ 牡5鹿 57 三浦 皇成松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 448± 01：44．31	 21．0�
711 ネオエピック 牡6青鹿57 佐々木国明小林 仁幸氏 田所 秀孝 新ひだか 元道牧場 B450＋161：44．61
 239．0�

（北海道）

69 � イッシンドウタイ 牡4鹿 57 四位 洋文�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500＋ 81：45．77 6．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，510，300円 複勝： 60，870，200円 枠連： 26，355，200円
馬連： 122，948，600円 馬単： 51，320，800円 ワイド： 41，320，300円
3連複： 127，847，200円 3連単： 221，563，100円 計： 690，735，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 360円 � 500円 � 290円 枠 連（5－6） 810円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 8，580円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 2，030円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 22，590円 3 連 単 ��� 99，040円

票 数

単勝票数 計 385103 的中 � 31786（6番人気）
複勝票数 計 608702 的中 � 45725（6番人気）� 30394（8番人気）� 59470（5番人気）
枠連票数 計 263552 的中 （5－6） 24304（3番人気）
馬連票数 計1229486 的中 �� 19633（23番人気）
馬単票数 計 513208 的中 �� 4417（40番人気）
ワイド票数 計 413203 的中 �� 5144（32番人気）�� 5038（34番人気）�� 4160（37番人気）
3連複票数 計1278472 的中 ��� 4177（94番人気）
3連単票数 計2215631 的中 ��� 1651（401番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．7―12．3―12．1―11．8―11．9―12．1―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．3―41．6―53．7―1：05．5―1：17．4―1：29．5

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルクレスト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．2．12 東京2着

2008．2．14生 牡5栃栗 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ 16戦4勝 賞金 59，099，000円
※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。
（非抽選馬） 9頭 アートオブビーン号・ウォーターサムデイ号・エーペックス号・カチューシャ号・スターバリオン号・

タンスチョキン号・ディアフォルティス号・フィールザラブ号・メイショウコンカー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３レース目



（25函館4）第6日 9月1日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良後重
不良

競走回数 12回 出走頭数 167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

201，920，000円
7，460，000円
1，360，000円
17，530，000円
55，032，000円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
263，663，700円
427，760，900円
176，313，200円
658，391，400円
373，017，800円
280，790，600円
861，501，600円
1，501，062，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，542，502，100円

総入場人員 7，215名 （有料入場人員 5，965名）



平成25年度 第4回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 926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

1，324，840，000円
6，240，000円
49，970，000円
11，090，000円
114，760，000円
319，395，000円
25，053，000円
8，889，600円

勝馬投票券売得金
1，883，391，300円
3，049，393，100円
1，020，011，900円
4，559，792，100円
2，762，014，200円
1，906，458，600円
6，083，429，900円
11，991，095，100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 33，255，586，200円

総入場延人員 38，055名 （有料入場延人員 32，717名）
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