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17001 6月14日 曇 重 （26函館1）第1日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

57 スズカシャーマン 牝3芦 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 450± 01：46．4 5．3�
11 カネトシタシナミ 牝3鹿 54 藤岡 康太兼松 利男氏 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム 438－ 21：47．03� 6．5�
812 アイリッシュハープ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B438－ 41：47．21� 2．7�

813 ラインファング 牝3栗 54 田中 博康大澤 繁昌氏 南井 克巳 平取 稲原牧場 436＋121：47．3� 94．8�
69 マサノジュエリー 牝3鹿 54 吉田 隼人猪野毛雅人氏 加藤 敬二 浦河 馬道 繁樹 454－ 61：47．61� 9．5�
710 エンプレスアイル 牝3鹿 54 勝浦 正樹黒岩 晴男氏 藤原 辰雄 平取 高橋 啓 462＋ 41：47．7� 51．6	
711 パラディドル 牝3黒鹿54 岩田 康誠 
ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 434－101：47．8クビ 9．9�
33 パイストロピカル 牝3鹿 54 柴山 雄一�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 428＋ 2 〃 ハナ 15．6�
44 タガノラプランセス 牝3鹿 54 松岡 正海八木 良司氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 41：47．9� 8．6
45 クィーンオブシバ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 486± 01：48．53� 117．2�
22 メイショウオダマキ 牝3栗 54 菱田 裕二松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 438＋ 2 〃 クビ 22．4�
56 アドマイヤソウ 牝3青鹿54 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：49．03 14．0�
68 リトルプレーヤー 牝3黒鹿54 小林 徹弥加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 404－ 81：49．32 147．8�
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売 得 金
単勝： 12，734，400円 複勝： 25，204，200円 枠連： 7，444，700円
馬連： 28，765，500円 馬単： 19，306，500円 ワイド： 16，187，200円
3連複： 42，605，000円 3連単： 64，312，000円 計： 216，559，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 140円 � 150円 � 120円 枠 連（1－5） 1，780円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 650円 �� 380円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 12，300円

票 数

単勝票数 計 127344 的中 � 19057（2番人気）
複勝票数 計 252042 的中 � 42642（2番人気）� 36096（3番人気）� 65445（1番人気）
枠連票数 計 74447 的中 （1－5） 3226（7番人気）
馬連票数 計 287655 的中 �� 9621（8番人気）
馬単票数 計 193065 的中 �� 3938（12番人気）
ワイド票数 計 161872 的中 �� 5910（6番人気）�� 11177（2番人気）�� 13310（1番人気）
3連複票数 計 426050 的中 ��� 18487（2番人気）
3連単票数 計 643120 的中 ��� 3790（28番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．9―13．5―13．2―12．1―12．7―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．7―43．2―56．4―1：08．5―1：21．2―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3
・（4，7）（12，13）（5，11，9）（3，10）8，2，1，6・（7，9）（4，12，6）2（11，13，10）（1，3）8，5

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

勝馬の
紹 介

スズカシャーマン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．11．3 京都18着

2011．2．25生 牝3芦 母 シャドウリング 母母 アームサンサン 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ラインファング号の騎手田中博康は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）
〔その他〕 リトルプレーヤー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 リトルプレーヤー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年7月14日まで出走できない。

17002 6月14日 曇 重 （26函館1）第1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

710 ジギースンナー 牝3青鹿54 藤田 伸二佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 472＋ 8 58．9 2．5�
79 カガフレグランス 牝3鹿 54 秋山真一郎香川 憲次氏 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 59．22 34．9�
44 ヤマニンキュルミネ 牡3芦 56

53 ▲井上 敏樹土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 462－ 4 59．41� 3．3�
11 トラストエルフ 牝3栗 54 黛 弘人菅波 雅巳氏 尾関 知人 新冠 松浦牧場 446－ 2 59．5� 54．9�
812 ミスティックヨハネ 牡3栗 56 丸山 元気平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 440＋ 4 59．71� 11．0�
67 ネーラペルレ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �グリーンファーム加藤 征弘 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 456－10 59．91� 37．7

22 ワンダーライツ 牝3黒鹿54 藤岡 康太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 452－101：00．0� 11．5�
56 キョウエイカプリス 牝3鹿 54 中谷 雄太田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム B466－ 2 〃 クビ 79．7�
33 クアトロマエストロ 牡3栗 56 村田 一誠木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 土田農場 518－161：00．1� 4．9
55 ディアキンカク 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレスト 矢野 英一 浦河 小島牧場 B498＋101：00．73� 53．5�
811 スリーチアサウス 牝3鹿 54 大下 智永井商事� 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 466＋ 21：01．02 13．3�
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68 スイートマルセル 牝3鹿 54 田中 博康シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 452－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 13，941，900円 複勝： 19，738，400円 枠連： 5，613，900円
馬連： 20，412，300円 馬単： 13，499，100円 ワイド： 10，861，100円
3連複： 23，648，100円 3連単： 37，459，600円 計： 145，174，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 560円 � 140円 枠 連（7－7） 4，990円

馬 連 �� 5，710円 馬 単 �� 7，990円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 190円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 32，870円

票 数

単勝票数 差引計 139419（返還計 4393） 的中 � 43653（1番人気）
複勝票数 差引計 197384（返還計 8779） 的中 � 49389（1番人気）� 5406（8番人気）� 43486（2番人気）
枠連票数 差引計 56139（返還計 276） 的中 （7－7） 871（18番人気）
馬連票数 差引計 204123（返還計 27200） 的中 �� 2767（16番人気）
馬単票数 差引計 134991（返還計 18694） 的中 �� 1266（27番人気）
ワイド票数 差引計 108611（返還計 13858） 的中 �� 1744（15番人気）�� 18506（1番人気）�� 1206（23番人気）
3連複票数 差引計 236481（返還計 65879） 的中 ��� 3413（15番人気）
3連単票数 差引計 374596（返還計103732） 的中 ��� 826（96番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―35．3―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジギースンナー �
�
父 サムライハート �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2014．2．10 東京15着

2011．3．31生 牝3青鹿 母 ヤマサカントリー 母母 ミスワキジャパン 6戦1勝 賞金 8，650，000円
〔競走除外〕 スイートマルセル号は，馬場入場時に暴走し，疲労が著しいため競走除外。
〔発走状況〕 ネーラペルレ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 キョウエイカプリス号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ネーラペルレ号は，平成26年6月15日から平成26年7月6日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。

第１回 函館競馬 第１日



17003 6月14日 曇 稍重 （26函館1）第1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

24 ブラウンカイ 牡3鹿 56 丸山 元気キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 450－ 21：10．1 5．4�
48 ディアエトワール 牡3栗 56 吉田 隼人ディアレスト 奥村 武 新ひだか 山際 智 458＋ 21：10．2� 10．2�
11 マコトシニョーラ 牝3鹿 54 津村 明秀�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 396－ 8 〃 クビ 46．7�
36 アイノデンドウシ 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 402－ 41：10．41 4．4�
35 ブロンズテーラー 牝3青鹿54 丸田 恭介中西 浩一氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：10．72 30．5�
714 ヴァリアンティー 牝3鹿 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 前田 宗将 412－161：10．8� 47．5	
612 サンマルバクシン 牡3鹿 56 小林 徹弥相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 442－ 61：10．9� 60．4

816 ビレッジソング 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 422－ 2 〃 ハナ 76．8�
12 タマモテンカラット 牝3栗 54 藤岡 康太タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 474－ 21：11．0クビ 6．8�
510 ファストアズソング 牡3鹿 56 岩田 康誠 �グリーンファーム藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 420＋14 〃 ハナ 9．6
23 マイネジュラメント 牝3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 嶋田牧場 468＋ 21：11．31� 41．8�
59 ケンブリッジアド 牝3鹿 54 杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 412＋12 〃 クビ 277．3�
47 スズカオーショウ 牡3栗 56 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 484± 01：11．4クビ 6．3�
713 シゲルカワチ 牝3栗 54 藤田 伸二森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 乾 皆雄 458－ 21：11．61� 5．3�
815 スープリムシチー 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 422＋101：11．7クビ 95．3�
611 アルーリングアイズ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 384＋ 41：13．310 100．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，837，000円 複勝： 25，915，200円 枠連： 8，125，000円
馬連： 26，314，900円 馬単： 16，588，500円 ワイド： 15，165，400円
3連複： 37，074，800円 3連単： 53，852，800円 計： 197，873，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 280円 � 1，090円 枠 連（2－4） 1，130円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 5，770円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，850円 �� 4，910円

3 連 複 ��� 32，070円 3 連 単 ��� 115，510円

票 数

単勝票数 計 148370 的中 � 21699（3番人気）
複勝票数 計 259152 的中 � 46252（2番人気）� 24385（6番人気）� 4810（10番人気）
枠連票数 計 81250 的中 （2－4） 5551（7番人気）
馬連票数 計 263149 的中 �� 6305（16番人気）
馬単票数 計 165885 的中 �� 2153（28番人気）
ワイド票数 計 151654 的中 �� 4115（14番人気）�� 1353（25番人気）�� 776（43番人気）
3連複票数 計 370748 的中 ��� 867（80番人気）
3連単票数 計 538528 的中 ��� 338（310番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―12．1―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―46．2―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 13，8，4，2（1，7）（3，12）（6，9，14）5（10，11）－15，16 4 ・（13，8）（4，2）（1，7）（6，3，12）14（5，9）（10，11）15，16

勝馬の
紹 介

ブラウンカイ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．1．19 中山12着

2011．6．1生 牡3鹿 母 フェアーシャトル 母母 フジノヤマザクラ 6戦1勝 賞金 7，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルーリングアイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月14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 コスモリュブリュー号

17004 6月14日 曇 重 （26函館1）第1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

68 レッドアライヴ 牡3鹿 56 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 460＋101：46．4 1．6�
11 ホッコーゴウケン 牡3栗 56 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 新冠 平山牧場 B460± 01：46．5� 18．9�
69 ジュガンティーヤ 牡3青 56 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B516＋ 21：46．71� 10．2�
813 カフジスター 牡3青鹿56 古川 吉洋加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 464± 01：47．02 23．0�
22 エンジェルラダー 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 ハナ 5．7	
44 マンボプリンス 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム 474－ 41：47．1クビ 20．0

57 アグレッシブダリア 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁松本 肇氏 大橋 勇樹 新ひだか タガミファーム 478－ 41：47．41� 44．7�
45 パ ロ パ ロ 牡3栗 56 松岡 正海�LS.M 小野 次郎 新ひだか 井高牧場 B490－ 21：47．61� 17．2�
710 カーライルシチー 牡3鹿 56 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか カタオカフアーム 436－ 1 〃 クビ 123．7
33 ゴッドエンペラー 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 456＋ 4 〃 ハナ 9．9�
711 タイヨウロマン 牡3栗 56 丸田 恭介太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 450 ―1：47．81� 70．6�
56 ヤマカツサユリ 牝3鹿 54 池添 謙一山田 和夫氏 松元 茂樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 61：48．43� 55．0�
812 リバージャイアント 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政河越 武治氏 作田 誠二 浦河 村下 貞憲 502＋121：48．82� 296．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，500，500円 複勝： 79，416，800円 枠連： 6，882，200円
馬連： 25，135，700円 馬単： 21，928，900円 ワイド： 16，107，300円
3連複： 32，183，000円 3連単： 68，098，600円 計： 266，253，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 350円 � 180円 枠 連（1－6） 1，230円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 450円 �� 280円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 9，360円

票 数

単勝票数 計 165005 的中 � 80381（1番人気）
複勝票数 計 794168 的中 � 634987（1番人気）� 11434（8番人気）� 29084（3番人気）
枠連票数 計 68822 的中 （1－6） 4321（5番人気）
馬連票数 計 251357 的中 �� 14311（6番人気）
馬単票数 計 219289 的中 �� 9966（7番人気）
ワイド票数 計 161073 的中 �� 9201（6番人気）�� 16857（2番人気）�� 1478（24番人気）
3連複票数 計 321830 的中 ��� 8688（10番人気）
3連単票数 計 680986 的中 ��� 5271（26番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．5―12．9―13．2―12．8―13．3―12．4―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．3―42．2―55．4―1：08．2―1：21．5―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．2
1
3
2（6，7）12－（1，8）9，3，13（5，4）10－11
2（6，7）1（12，8）13（3，9）（5，10）（11，4）

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

勝馬の
紹 介

レッドアライヴ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．1．5 京都6着

2011．5．2生 牡3鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 6戦1勝 賞金 10，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バイザスターン号



17005 6月14日 曇 稍重 （26函館1）第1日 第5競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時10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
57．2
55．4

良
良

45 ス ル タ ー ナ 牝2鹿 54 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 452 ― 57．5 2．7�
46 タケデンタイガー 牡2栗 54 津村 明秀武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 464 ― 57．92� 4．0�
11 シーユーアゲン 牡2鹿 54 黛 弘人浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞�湖 レイクヴィラファーム 418 ― 58．0	 10．5�
58 ヘッドドレス 牝2鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 448 ― 58．31	 22．0�
813 サワヤカムスメ 牝2鹿 54 松岡 正海永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 420 ― 〃 アタマ 18．0�
34 ル パ ン 牡2栗 54 横山 和生宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 424 ― 58．4� 26．4	
711 ワインシャワー 牡2黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 456 ― 〃 クビ 5．8

712 アグネスレジーナ 牝2青 54 岩田 康誠渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 400 ― 58．5	 14．4�
814 コスモシュアー 牡2芦 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高木 登 新ひだか 坂本 春雄 444 ― 58．71
 33．8�
57 ユメノマイホーム 牝2栗 54 柴山 雄一�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 430 ― 58．91
 25．2
69 カンタベリーキッズ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹峰 哲馬氏 二本柳俊一 むかわ ヤマイチ牧場 394 ― 59．0	 90．8�
610 フライガイザー 牡2黒鹿54 松田 大作簗詰 貴彦氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 438 ― 59．21 43．7�
22 ネ コ レ ー ヌ 牝2青鹿54 丸田 恭介桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 418 ― 59．3	 23．7�
33 カ ガ テ デ ィ 牝2鹿 54 村田 一誠香川 憲次氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 420 ― 59．51� 55．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，952，700円 複勝： 20，846，600円 枠連： 10，735，700円
馬連： 26，391，100円 馬単： 19，814，800円 ワイド： 15，751，400円
3連複： 37，952，100円 3連単： 57，285，100円 計： 203，729，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 130円 � 230円 枠 連（4－4） 600円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 250円 �� 570円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 4，790円

票 数

単勝票数 計 149527 的中 � 43730（1番人気）
複勝票数 計 208466 的中 � 46338（1番人気）� 45954（2番人気）� 17430（4番人気）
枠連票数 計 107357 的中 （4－4） 13664（2番人気）
馬連票数 計 263911 的中 �� 35271（1番人気）
馬単票数 計 198148 的中 �� 15707（1番人気）
ワイド票数 計 157514 的中 �� 18880（1番人気）�� 6560（4番人気）�� 5451（6番人気）
3連複票数 計 379521 的中 ��� 19583（2番人気）
3連単票数 計 572851 的中 ��� 8668（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．5―45．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．5
3 ・（5，6）8，1（12，13）3，11（4，14）10－9－（7，2） 4 ・（5，6）8（1，13）－12，11，14（3，4）10－（7，9）－2

勝馬の
紹 介

ス ル タ ー ナ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロライアン 初出走

2012．3．18生 牝2鹿 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17006 6月14日 小雨 稍重 （26函館1）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・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
1：46．0
1：43．9

良
良

24 プロレタリアト 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 420＋ 41：49．9 2．7�

816 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 吉田 隼人小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 466＋ 41：50．11� 4．9�
510 デ ュ エ ッ ト 牝3鹿 54 村田 一誠吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 424－101：50．2� 30．0�
48 ラ ス テ ラ 牝3鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 468＋201：50．3� 22．4�
11 ラフェットデメール 牝3黒鹿54 菱田 裕二大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B440－10 〃 クビ 4．5�
612 コスモトレント 牝3栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 486＋151：50．51� 120．1	
47 タガノレジーナ 牝3鹿 54 池添 謙一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋22 〃 クビ 14．4

23 メイショウウケヅキ 牝3鹿 54 丸山 元気松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 476＋ 81：50．6� 10．0�
36 ミラクルステイ 牝3黒鹿54 横山 和生�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 436＋ 61：50．7クビ 22．3�
59 コスモプラナス 牝3栗 54 岩田 康誠 �ビッグレッドファーム 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 81：50．8� 34．9
611 ハギノフェリス 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 414± 01：51．12 25．4�
815 ゴールドスパイラル 牝3鹿 54 藤岡 康太杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 428－141：51．2� 37．1�
12 エヴォリューション 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 486＋201：51．3� 40．9�
713 トゥーレドゥー 牝3鹿 54 西村 太一 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 B438＋ 81：51．61� 223．5�
35 ポッドコンジュ 牝3栗 54 柴山 雄一小川眞査雄氏 斎藤 誠 洞	湖 レイクヴィラファーム 436＋181：52．23� 30．3�
714 サ ル タ ー レ 牝3栗 54 松田 大作山口 敦広氏 田中 章博 日高 門別牧場 428＋ 41：53．69 96．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，466，400円 複勝： 21，287，500円 枠連： 8，857，800円
馬連： 22，549，500円 馬単： 15，052，300円 ワイド： 13，465，400円
3連複： 32，211，700円 3連単： 47，786，600円 計： 174，677，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 170円 � 470円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，030円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 16，020円

票 数

単勝票数 計 134664 的中 � 39389（1番人気）
複勝票数 計 212875 的中 � 45594（1番人気）� 34610（2番人気）� 8292（7番人気）
枠連票数 計 88578 的中 （2－8） 13990（1番人気）
馬連票数 計 225495 的中 �� 25756（1番人気）
馬単票数 計 150523 的中 �� 10304（1番人気）
ワイド票数 計 134654 的中 �� 14736（1番人気）�� 3120（10番人気）�� 1439（25番人気）
3連複票数 計 322117 的中 ��� 5347（12番人気）
3連単票数 計 477866 的中 ��� 2162（27番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―12．2―12．4―12．6―12．5―12．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．3―35．5―47．9―1：00．5―1：13．0―1：25．7―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3
14（1，2）（10，8）12（5，11，13）（3，15）（6，4，9）16－7
14，1（10，12）2，8（11，15，4）5，16（9，13）7，6，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プロレタリアト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．2．18 東京8着

2011．3．1生 牝3鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 5戦1勝 賞金 8，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハートオブクラリス号・プラチナジュエリー号



17007 6月14日 小雨 稍重 （26函館1）第1日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時10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

35 バスティード 牡3栗 56 丸田 恭介古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 460－ 22：02．0 8．9�
34 ライトパープル 牡3鹿 56 小林 徹弥�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 462－ 42：02．21� 10．8�
46 ソードラック 牡3鹿 56 柴山 雄一佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 442－ 4 〃 アタマ 14．2�
22 メイショウダンロ 牡3黒鹿56 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 434－ 22：02．3� 42．4�
611 スペシャルフォース 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 B500＋ 8 〃 クビ 7．9	
58 ニシノチャステティ 牝3栗 54 村田 一誠西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 450＋ 22：02．72� 42．2

610 ケイクエスト 牡3栗 56 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 488－ 22：03．23 12．4�
815 クリノダイコクテン 牡3栃栗56 秋山真一郎栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 474± 02：03．41 2．2�
47 ペイグラブル 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大久保洋吉 日高 白井牧場 454± 02：03．61� 181．3

814 ディアメドゥーサ 牝3栗 54
51 ▲小崎 綾也髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 436－142：03．81� 15．3�

11 チュチュモーヴ 牝3青 54
51 ▲城戸 義政窪田 康志氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432－ 42：04．01� 171．0�

712 ドルチェレガート 牡3栗 56 菱田 裕二岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 466± 02：04．21� 14．7�
713 ゴールドクラウス 牡3鹿 56 黛 弘人磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 470＋122：04．41� 83．7�
59 マーシャラー 牡3黒鹿56 古川 吉洋畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 506＋ 42：04．5� 373．6�
23 ギブアンドテイク 牡3栗 56 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 472－ 42：09．1大差 8．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，186，400円 複勝： 26，916，900円 枠連： 10，502，000円
馬連： 28，407，800円 馬単： 18，394，900円 ワイド： 16，391，800円
3連複： 39，222，200円 3連単： 58，608，500円 計： 215，630，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 290円 � 350円 � 330円 枠 連（3－3） 3，900円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，450円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 12，550円 3 連 単 ��� 67，760円

票 数

単勝票数 計 171864 的中 � 15347（4番人気）
複勝票数 計 269169 的中 � 24720（3番人気）� 19719（7番人気）� 21024（6番人気）
枠連票数 計 105020 的中 （3－3） 2083（14番人気）
馬連票数 計 284078 的中 �� 6610（11番人気）
馬単票数 計 183949 的中 �� 2037（21番人気）
ワイド票数 計 163918 的中 �� 3992（11番人気）�� 2902（15番人気）�� 2166（30番人気）
3連複票数 計 392222 的中 ��� 2343（42番人気）
3連単票数 計 586085 的中 ��� 627（235番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―34．8―47．1―1：00．0―1：12．6―1：25．3―1：38．0―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．7
1
3
14（6，15）－（5，4，12）（2，13）11（3，7）10（1，8）9
14－6，15，4（5，12，13，10）2，11（3，8）7（1，9）

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

勝馬の
紹 介

バスティード �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．7．21 福島4着

2011．2．20生 牡3栗 母 フェアノータム 母母 バブルウイングス 6戦1勝 賞金 8，500，000円
〔発走状況〕 クリノダイコクテン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 クリノダイコクテン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギブアンドテイク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月14日まで平地

競走に出走できない。

17008 6月14日 曇 重 （26函館1）第1日 第8競走 ��
��1，000�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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
57．1

重
稍重

55 リベルタドーレス 牡4栗 57 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 492± 0 57．8 5．0�
44 モリトブイコール �6栗 57 横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 478－ 2 57．9	 38．5�
68 キョウワメロディー 牝3栗 52 吉田 隼人�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 466± 0 58．0クビ 7．5�
33 ベ ル ラ イ ン 牝4栗 55 藤岡 康太永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 アタマ 4．4�
22 
 エルウェーオージャ �6青 57

54 ▲小崎 綾也雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 476－20 〃 ハナ 82．2�
11 オリエンタルダガー 牡3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁棚網 基己氏 大江原 哲 浦河 小林 仁 430＋ 2 58．1クビ 15．0	
67 ゴーインググレート 牡4栗 57 田中 博康田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 468＋ 2 58．2� 6．3

812� ジャガーバローズ 牡4鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 牧 光二 米 Dierdre T. Marsh

& David LaCroix 490－ 8 〃 クビ 3．4�
710 トウカイチャーム 牡6栗 57

54 ▲井上 敏樹内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 474＋ 2 58．41 64．4�
811
 ロクイチスマイル 牝5芦 55 杉原 誠人栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 492± 0 58．5クビ 241．4
79 � ブルーモントレー 牝4栗 55 菱田 裕二�須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC 462－20 58．92� 10．9�
56 
 クリノロッキー 牡4栗 57 藤田 伸二栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 ヤナガワ牧場 492－ 4 59．11 30．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，918，900円 複勝： 30，448，900円 枠連： 7，617，300円
馬連： 37，261，900円 馬単： 20，372，200円 ワイド： 15，972，700円
3連複： 40，771，800円 3連単： 69，288，800円 計： 241，652，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 670円 � 280円 枠 連（4－5） 4，730円

馬 連 �� 5，860円 馬 単 �� 7，750円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 930円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 11，980円 3 連 単 ��� 63，420円

票 数

単勝票数 計 199189 的中 � 31653（3番人気）
複勝票数 計 304489 的中 � 50620（3番人気）� 9617（8番人気）� 28468（5番人気）
枠連票数 計 76173 的中 （4－5） 1246（17番人気）
馬連票数 計 372619 的中 �� 4920（19番人気）
馬単票数 計 203722 的中 �� 1969（33番人気）
ワイド票数 計 159727 的中 �� 2909（20番人気）�� 4529（13番人気）�� 1762（27番人気）
3連複票数 計 407718 的中 ��� 2552（42番人気）
3連単票数 計 692888 的中 ��� 792（233番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．1―45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F35．0
3 12－（3，5，9）（4，8）－（1，2，7）－11，10，6 4 12，5，3（4，9，8）（1，2，7）－（11，10）－6

勝馬の
紹 介

リベルタドーレス �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 Silver Charm デビュー 2012．9．16 中山2着

2010．3．4生 牡4栗 母 ソシアルチャーム 母母 プリスティン 14戦3勝 賞金 30，100，000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。
（非当選馬） 1頭 タマモエスカルゴ号



17009 6月14日 曇 重 （26函館1）第1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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

44 � エビスグレイト 牡4黒鹿57 菱田 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 486＋ 21：43．4 3．1�
57 ディーエスコマンド 牡4鹿 57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 480－ 21：43．71� 22．3�
813 シルクラングレー 牡5栗 57 松田 大作有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム B490＋ 2 〃 クビ 4．5�
56 クレバーカイザー 牡5鹿 57 丸山 元気 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 500－ 41：44．76 41．6�
69 キ マ モ リ 牡4黒鹿57 柴山 雄一諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 462＋ 61：44．8クビ 45．1�
33 カ ト ラ ス �4芦 57 藤田 伸二村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 458＋ 21：45．12 8．8	
11 アクアマリンブレス 牡3黒鹿54 池添 謙一 
サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 500－ 21：45．31	 3．9�
711 セクシーボーイ 牡3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �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 466＋ 41：45．51	 18．2�

710 ジョナパランセ 牡5栗 57
54 ▲小崎 綾也青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 504＋ 81：45．82 38．2

812� マ レ ン カ ヤ 牝6鹿 55 杉原 誠人加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 454－ 41：46．01	 254．2�
45 ヴァルティカル 牡4鹿 57 藤岡 康太 
社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 4 〃 ハナ 49．7�
22 リバークリーク 牡6栗 57 木幡 初広河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム 508－ 41：46．1
 275．6�
68 アドマイヤカロ 牡3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 532－ 61：46．42 6．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，986，900円 複勝： 30，064，100円 枠連： 10，132，800円
馬連： 38，550，300円 馬単： 24，937，600円 ワイド： 20，823，300円
3連複： 49，413，000円 3連単： 83，648，300円 計： 277，556，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 380円 � 160円 枠 連（4－5） 2，480円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 370円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 24，120円

票 数

単勝票数 計 199869 的中 � 50144（1番人気）
複勝票数 計 300641 的中 � 56500（2番人気）� 15157（6番人気）� 53727（3番人気）
枠連票数 計 101328 的中 （4－5） 3164（13番人気）
馬連票数 計 385503 的中 �� 9042（11番人気）
馬単票数 計 249376 的中 �� 3942（21番人気）
ワイド票数 計 208233 的中 �� 4345（13番人気）�� 16207（2番人気）�� 3564（15番人気）
3連複票数 計 494130 的中 ��� 8111（11番人気）
3連単票数 計 836483 的中 ��� 2514（72番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．7―12．1―12．5―12．4―12．3―11．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．3―41．4―53．9―1：06．3―1：18．6―1：30．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エビスグレイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジェイドロバリー

2010．4．8生 牡4黒鹿 母 アラサナコンカロ 母母 コ ン カ ロ 6戦2勝 賞金 16，900，000円
初出走 JRA

〔その他〕 ジョナパランセ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジョナパランセ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年7月14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。
（非抽選馬） 1頭 ツクバインドラ号

17010 6月14日 曇 稍重 （26函館1）第1日 第10競走 ��
��2，600�

こ ま が た け

駒 ケ 岳 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：39．4
2：37．3

良
良

22 バンスタンウォルツ �6鹿 57 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 22：42．1 12．4�
33 スノーストーム 牡4栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 クビ 2．5�
11 	 リッカタキシード 牡7黒鹿57 松岡 正海立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 456＋ 42：42．2クビ 149．6�
44 ス ト ー ク ス 牡3鹿 53 横山 和生�ジェイアール 黒岩 陽一 日高 北田 剛 460－ 8 〃 アタマ 19．2�
56 エ ス ペ リ ア 牡5栗 57 池添 謙一佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 454－ 4 〃 クビ 19．4	
79 	 セルリアンディンゴ 牡6黒鹿57 古川 吉洋�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 486± 02：42．3
 57．6

68 テ ン カ イ チ 牡4鹿 57 村田 一誠大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 446－ 22：42．4クビ 89．9�
811 スマッシュスマイル �6栃栗57 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 486－10 〃 ハナ 9．5�
55 マイネルイグアス 牡5青鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 日高 日高大洋牧場 462－ 4 〃 ハナ 34．9
812 コスモハヤブサ 牡4青鹿57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 22：43．03
 56．5�
67 クリサンセマム 牡6黒鹿57 吉田 隼人広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 480＋ 62：43．1
 2．6�
710 チェイスザゴールド 牡4鹿 57 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 524－ 22：43．2
 8．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，776，400円 複勝： 28，597，400円 枠連： 11，050，200円
馬連： 48，912，900円 馬単： 31，960，400円 ワイド： 24，062，800円
3連複： 62，761，400円 3連単： 124，658，300円 計： 355，779，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 410円 � 160円 � 1，770円 枠 連（2－3） 2，640円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 710円 �� 8，790円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 22，410円 3 連 単 ��� 164，320円

票 数

単勝票数 計 237764 的中 � 15271（5番人気）
複勝票数 計 285974 的中 � 16339（5番人気）� 61527（2番人気）� 3226（12番人気）
枠連票数 計 110502 的中 （2－3） 3240（10番人気）
馬連票数 計 489129 的中 �� 19552（6番人気）
馬単票数 計 319604 的中 �� 5106（16番人気）
ワイド票数 計 240628 的中 �� 9330（6番人気）�� 678（51番人気）�� 1759（33番人気）
3連複票数 計 627614 的中 ��� 2100（58番人気）
3連単票数 計1246583 的中 ��� 550（397番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―12．7―12．6―12．2―12．6―12．9―12．9―12．3―12．3―12．1―11．7―12．4

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―25．4―38．1―50．7―1：02．9―1：15．5―1：28．4―1：41．3―1：53．6―2：05．9―2：18．0―2：29．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バンスタンウォルツ �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．11．6 東京1着

2008．1．30生 �6鹿 母 ダンシングサンデー 母母 ダンシングキイ 21戦3勝 賞金 40，356，000円



17011 6月14日 曇 稍重 （26函館1）第1日 第11競走 ��
��1，800�H T B 杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．6．8以降26．6．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000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
1：43．9

良
良

22 レッドセシリア 牝4鹿 55．5 四位 洋文 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428± 01：48．6 3．6�
45 ア ン レ ー ル 牝4鹿 55 杉原 誠人 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：48．7� 6．2�
712 ラスカルトップ 牡5鹿 54 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 440－ 4 〃 ハナ 28．2�
58 ロードエフォール 牡6黒鹿54 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 488± 0 〃 クビ 57．6�
57 タケルハヤテ 牡6鹿 53 勝浦 正樹森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B458－101：49．01� 58．6	
34 ヴァリアシオン 牡5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 502＋ 4 〃 ハナ 11．6

813 サ ン グ ッ プ 牡6栗 55 松岡 正海加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 488－ 4 〃 ハナ 7．9�
610	 ユウターウェーヴ 牡7栗 51 丸田 恭介北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 486－ 41：49．21
 110．4�
711� ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 492－ 4 〃 クビ 4．7
69 サイレントクロップ 牝5青鹿51 横山 和生 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム B524± 01：49．41
 31．4�
814� アメリカンダイナー �5鹿 55 津村 明秀吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

468－ 21：49．82� 16．7�
11 	 エレガンテココ 牝6青 50 西村 太一岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 城地 清満 436－ 21：50．12 36．0�
46 トウカイアストロ 牡5栗 52 村田 一誠内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 504＋ 8 〃 ハナ 61．5�
33 イ ダ ス 牡3栗 53 藤田 伸二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ヒカル牧場 B486＋121：50．31
 5．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，760，500円 複勝： 61，561，700円 枠連： 26，673，000円
馬連： 122，931，300円 馬単： 61，945，400円 ワイド： 48，489，900円
3連複： 168，012，000円 3連単： 279，630，200円 計： 805，004，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 240円 � 520円 枠 連（2－4） 1，120円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，560円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 8，350円 3 連 単 ��� 30，730円

票 数

単勝票数 計 357605 的中 � 79178（1番人気）
複勝票数 計 615617 的中 � 124822（1番人気）� 66640（4番人気）� 23758（8番人気）
枠連票数 計 266730 的中 （2－4） 18445（7番人気）
馬連票数 計1229313 的中 �� 79960（2番人気）
馬単票数 計 619454 的中 �� 22313（3番人気）
ワイド票数 計 484899 的中 �� 27912（2番人気）�� 7725（19番人気）�� 5673（24番人気）
3連複票数 計1680120 的中 ��� 15089（28番人気）
3連単票数 計2796302 的中 ��� 6596（91番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．1―12．4―12．6―12．3―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．4―47．8―1：00．4―1：12．7―1：24．6―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9
1
3
3，6（1，9）5，11（7，14）13（2，12）－4，10，8・（3，6）（9，14）（1，5，11）（7，13，12）（4，8）（10，2）

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

勝馬の
紹 介

レッドセシリア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Selkirk デビュー 2012．10．21 東京1着

2010．2．3生 牝4鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 9戦4勝 賞金 74，271，000円

17012 6月14日 曇 稍重 （26函館1）第1日 第12競走 ��
��1，200�

もといざか

基 坂 特 別
発走16時05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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

47 クリノタカラチャン 牝4黒鹿55 横山 和生栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 410＋ 21：09．1 18．7�
12 ビアンコカンドーレ 牝3芦 52 吉田 隼人吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 クビ 28．2�
11 ピエナアプローズ 牝5黒鹿55 松田 大作本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 482＋ 6 〃 アタマ 8．9�
48 ヒルノクオリア 牡4鹿 57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 466－ 41：09．2クビ 10．0�
24 アドマイヤサブリナ 牝4芦 55 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 430－ 21：09．3� 4．6�
36 アグネスハビット 牡5黒鹿57 藤田 伸二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 468＋ 21：09．4� 7．5	
611 ツクバジャパン 牡3芦 54 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 528－ 41：09．5� 14．5

23 	 サウンドマンデュロ 牡5青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 464－ 6 〃 クビ 51．0�
816 メイショウライナー 牡4鹿 57 岩田 康誠松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 476± 0 〃 ハナ 4．9
815
 ハナズルナピエナ 牝5鹿 55 藤岡 康太M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 430＋12 〃 アタマ 149．1�
510 サチノリーダース 牡4青鹿57 池添 謙一佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 456＋ 21：09．71� 4．4�
59 ユキノラムセス 牡7栗 57 木幡 初広井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 41：10．02 42．5�
714 オイダシダイコ 牡3黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 452＋ 61：10．31� 44．7�
35 オウエイバスター 牡6黒鹿57 長岡 禎仁大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 456－ 81：10．51� 178．7�
612 タオルチャン 牝4栗 55 黛 弘人加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 428＋ 61：11．13� 96．0�
713 デルマネコムスメ 牝4栗 55 村田 一誠浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 448＋ 61：11．3� 59．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，610，100円 複勝： 61，403，000円 枠連： 19，628，800円
馬連： 80，082，500円 馬単： 42，331，400円 ワイド： 39，667，200円
3連複： 111，457，100円 3連単： 183，156，000円 計： 572，336，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 580円 � 740円 � 370円 枠 連（1－4） 2，250円

馬 連 �� 21，570円 馬 単 �� 36，830円

ワ イ ド �� 5，400円 �� 2，270円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 43，650円 3 連 単 ��� 289，290円

票 数

単勝票数 計 346101 的中 � 14799（8番人気）
複勝票数 計 614030 的中 � 27363（8番人気）� 20708（9番人気）� 47219（5番人気）
枠連票数 計 196288 的中 （1－4） 6754（15番人気）
馬連票数 計 800825 的中 �� 2876（58番人気）
馬単票数 計 423314 的中 �� 862（107番人気）
ワイド票数 計 396672 的中 �� 1871（55番人気）�� 4540（25番人気）�� 4489（26番人気）
3連複票数 計1114571 的中 ��� 1915（131番人気）
3連単票数 計1831560 的中 ��� 459（857番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．6―11．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．2―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．5
3 7，1，11（4，12）（3，10）（2，6，16）（8，15，9）13，14－5 4 7，1（4，11）（2，3，12）10，6，16（8，15，9）－14，13＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリノタカラチャン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2012．6．30 福島6着

2010．4．15生 牝4黒鹿 母 バンビーナピノ 母母 リトミコバンブー 22戦3勝 賞金 43，631，000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） 1頭 レフア号
（非抽選馬） 1頭 クリノチョモランマ号



（26函館1）第1日 6月14日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 165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

159，530，000円
8，040，000円
1，540，000円
14，080，000円
58，121，000円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
237，672，100円
431，400，700円
133，263，400円
505，715，700円
306，132，000円
252，945，500円
677，312，200円
1，127，784，800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 3，672，226，400円

総入場人員 3，967名 （有料入場人員 3，506名）
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