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番
馬
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� 騎 手 馬 主 調教師 産
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馬
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具
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重量
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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

20001 7月5日 曇 良 （26函館2）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （芝・右）

牝，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

66 カゼノトビラ 牝2鹿 54 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 454－ 61：10．5 11．7�
11 ユメノマイホーム 牝2栗 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 432－ 2 〃 クビ 6．3�
55 ウインアキレア 牝2鹿 54 三浦 皇成�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 444－ 21：10．71� 2．3�
44 ドナソレイユ 牝2鹿 54 藤岡 康太山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 432＋ 41：10．8� 2．6�
22 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 422＋ 21：11．11� 6．3	
33 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± 01：11．63 35．9

77 ペイシャパンドーラ 牝2栗 54 黛 弘人北所 直人氏 武井 亮 えりも 上島牧場 462± 01：12．45 47．4�
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売 得 金
単勝： 12，498，100円 複勝： 18，567，600円 枠連： 発売なし
馬連： 22，601，000円 馬単： 18，929，100円 ワイド： 11，161，100円
3連複： 26，378，300円 3連単： 78，203，600円 計： 188，338，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 560円 � 310円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 750円 �� 500円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 18，710円

票 数

単勝票数 計 124981 的中 � 8530（5番人気）
複勝票数 計 185676 的中 � 12328（5番人気）� 25395（4番人気）
馬連票数 計 226010 的中 �� 6672（9番人気）
馬単票数 計 189291 的中 �� 2689（19番人気）
ワイド票数 計 111611 的中 �� 3456（11番人気）�� 5482（8番人気）�� 11565（4番人気）
3連複票数 計 263783 的中 ��� 11542（8番人気）
3連単票数 計 782036 的中 ��� 3029（55番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―11．8―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―46．5―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．8
3 ・（2，4）6，1（5，7）－3 4 ・（4，6）（1，5）2（3，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カゼノトビラ �

父 ソングオブウインド �


母父 ファーディナンド デビュー 2014．6．21 函館6着

2012．3．21生 牝2鹿 母 ラフレシアダンサー 母母 ネツプスダンサー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

20002 7月5日 曇 良 （26函館2）第1日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時25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

11 スリーチアサウス 牝3鹿 54
51 ▲城戸 義政永井商事� 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 458－ 8 59．5 28．7�

33 ピサノナイトレイ 牝3鹿 54 松田 大作市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 444＋ 2 59．6� 3．5�
812 ダイヤハート 牝3青鹿54 黛 弘人大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 B432± 0 〃 クビ 123．9�
811 マダムアグライア 牝3鹿 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 486± 01：00．45 2．3�
710 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 B514－ 41：00．5� 9．4�
22 ファービヨンド 牝3栗 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426± 01：00．71 5．6	
79 スイープアロー 牡3栗 56 池添 謙一矢野 秀春氏 浜田多実雄 日高 佐々木 康治 488－ 21：00．8� 10．2

44 カ ン シ ャ 牡3鹿 56 丸山 元気キャピタルクラブ 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 464 ― 〃 ハナ 48．3�
68 ダンストゥゲザー 牝3黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也飯田 正剛氏 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 B434－ 81：01．22� 71．3�
56 クリノアシュラオー 	3黒鹿56 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 日西牧場 444± 01：01．41
 39．4
67 ケンブリッジハーツ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁中西 宏彰氏 星野 忍 えりも エクセルマネジメント 412＋ 21：01．5� 210．1�
55 アップルシェア 牝3鹿 54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 460＋101：01．6クビ 17．9�
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売 得 金
単勝： 16，154，500円 複勝： 23，794，100円 枠連： 6，389，200円
馬連： 24，771，400円 馬単： 18，517，100円 ワイド： 13，564，900円
3連複： 32，647，800円 3連単： 59，618，600円 計： 195，457，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 750円 � 180円 � 3，130円 枠 連（1－3） 5，700円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 9，370円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 29，880円 �� 8，290円

3 連 複 ��� 118，860円 3 連 単 ��� 533，620円

票 数

単勝票数 計 161545 的中 � 4501（7番人気）
複勝票数 計 237941 的中 � 7176（7番人気）� 46658（2番人気）� 1594（11番人気）
枠連票数 計 63892 的中 （1－3） 868（14番人気）
馬連票数 計 247714 的中 �� 4227（16番人気）
馬単票数 計 185171 的中 �� 1481（33番人気）
ワイド票数 計 135649 的中 �� 2404（17番人気）�� 115（61番人気）�� 417（41番人気）
3連複票数 計 326478 的中 ��� 206（133番人気）
3連単票数 計 596186 的中 ��� 81（679番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．7―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーチアサウス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2013．10．26 新潟8着

2011．4．13生 牝3鹿 母 チャームカーニバル 母母 リップスティック 5戦1勝 賞金 4，600，000円
〔発走状況〕 クリノアシュラオー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 トラストエルフ号・フクノグングニル号・ブロンズテーラー号

第２回 函館競馬 第１日



20003 7月5日 曇 良 （26函館2）第1日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時55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

44 オ ル ド リ ン 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B444－161：48．1 4．2�
811 リリークライマー 牡3鹿 56 荻野 琢真土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 462＋ 21：48．31� 66．7�
79 ミッキーナイト 牡3栗 56 三浦 皇成野田みづき氏 大久保龍志 新ひだか 矢野牧場 456－ 4 〃 ハナ 2．8�
67 メイショウトキムネ 牡3鹿 56 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 456－ 2 〃 クビ 2．7�
22 マッチレスヒーロー 牡3栗 56 柴山 雄一�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 480＋ 61：48．51� 8．4�
56 アスカノゲルニカ 牡3黒鹿 56

53 ▲小崎 綾也豊田 智郎氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442＋101：49．35 80．9	

11 デルママルコ 牝3黒鹿54 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 作田 誠二 千歳 社台ファーム 438－121：49．62 115．5

55 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 438± 01：49．81 116．5�
68 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－ 21：49．9クビ 42．3
710 メイショウヴェスタ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 438± 01：50．85 77．9�
812 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 472＋ 41：51．11� 13．0�
33 ゴールデンキャット 牡3黒鹿56 勝浦 正樹桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 石田牧場 524－ 81：51．63 46．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，615，500円 複勝： 22，734，500円 枠連： 6，165，400円
馬連： 25，303，000円 馬単： 18，462，900円 ワイド： 14，220，300円
3連複： 35，163，100円 3連単： 64，844，000円 計： 202，508，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 220円 � 1，470円 � 190円 枠 連（4－8） 2，060円

馬 連 �� 12，960円 馬 単 �� 17，090円

ワ イ ド �� 4，180円 �� 280円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 13，540円 3 連 単 ��� 104，470円

票 数

単勝票数 計 156155 的中 � 29455（3番人気）
複勝票数 計 227345 的中 � 29194（4番人気）� 3031（9番人気）� 36566（2番人気）
枠連票数 計 61654 的中 （4－8） 2315（9番人気）
馬連票数 計 253030 的中 �� 1513（28番人気）
馬単票数 計 184629 的中 �� 810（41番人気）
ワイド票数 計 142203 的中 �� 784（31番人気）�� 15553（3番人気）�� 1280（22番人気）
3連複票数 計 351631 的中 ��� 1947（33番人気）
3連単票数 計 648440 的中 ��� 450（234番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．3―12．7―13．5―13．0―12．9―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．6―43．3―56．8―1：09．8―1：22．7―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

オ ル ド リ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Platini デビュー 2013．12．14 阪神8着

2011．5．9生 牡3黒鹿 母 ムーンレディ 母母 Midnight Fever 7戦1勝 賞金 8，100，000円

20004 7月5日 曇 良 （26函館2）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時25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
1：46．0
1：43．9

良
良

23 バ リ ス 牡3栗 56 菱田 裕二杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 484＋ 81：49．6 4．7�
48 プラチナジュエリー 牝3黒鹿54 木幡 初広下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 430＋ 21：50．13 10．6�
815 エイシンノーティス 牝3鹿 54 秋山真一郎�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 470＋ 2 〃 クビ 22．4�
24 エアジャモーサ 牝3栗 54 松田 大作 �ラッキーフィールド千田 輝彦 むかわ 上水牧場 446＋ 21：50．2� 17．3�
35 ハートオブクラリス 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 B452＋ 21：50．3クビ 2．8	
612 ショウナンアトラス 牡3鹿 56 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 6 〃 アタマ 11．6

510 オールドケベック 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 450－ 21：50．51� 103．5�
47 ローレルトルネード 牡3栗 56 小林 徹弥 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 472＋ 2 〃 ハナ 4．4�
816 ウォーターヴォイス 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B442＋ 81：50．6� 129．4
713 マイネネフリティス 牝3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 398＋ 61：50．7クビ 96．8�
714 エイプキング 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁元岡 治貴氏 小島 茂之 日高 松平牧場 448± 01：50．91� 89．1�
36 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 432－ 41：51．0� 149．4�
12 キャンティユッキ 牝3鹿 54 津村 明秀チームユッキレーシング 高市 圭二 新冠 村田牧場 448＋121：51．32 149．6�
611 キ ャ ン バ ス 	3栗 56 四位 洋文水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 B488＋ 61：51．93� 15．0�
11 アタルガティス 牝3黒鹿54 黛 弘人岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 430＋221：52．11� 27．2�
59 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 472＋121：52．41� 48．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，770，300円 複勝： 31，153，200円 枠連： 10，383，900円
馬連： 29，921，800円 馬単： 19，512，800円 ワイド： 18，137，400円
3連複： 39，347，500円 3連単： 61，288，100円 計： 229，515，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 240円 � 610円 枠 連（2－4） 640円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 970円 �� 2，060円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 17，790円 3 連 単 ��� 64，960円

票 数

単勝票数 計 197703 的中 � 33570（3番人気）
複勝票数 計 311532 的中 � 41082（3番人気）� 35335（4番人気）� 11103（9番人気）
枠連票数 計 103839 的中 （2－4） 12501（3番人気）
馬連票数 計 299218 的中 �� 10156（7番人気）
馬単票数 計 195128 的中 �� 3459（13番人気）
ワイド票数 計 181374 的中 �� 4951（9番人気）�� 2236（22番人気）�� 1735（26番人気）
3連複票数 計 393475 的中 ��� 1658（51番人気）
3連単票数 計 612881 的中 ��� 684（190番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．5―12．8―12．6―12．2―12．4―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．1―35．6―48．4―1：01．0―1：13．2―1：25．6―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ リ ス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2014．1．6 中山2着

2011．3．29生 牡3栗 母 プラントパラダイス 母母 ブランドシャトル 4戦1勝 賞金 9，000，000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 ハッピーベリー号



20005 7月5日 曇 良 （26函館2）第1日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時15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

44 グランドポピー 牝2栗 54 田中 博康田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460 ―1：11．7 7．4�
811 サトノアッシュ 牡2鹿 54 秋山真一郎里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 452 ―1：11．91� 5．1�
67 バ リ キ 牡2栗 54 丸田 恭介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 430 ― 〃 クビ 29．0�
810 プラチナコード 牡2芦 54 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 472 ―1：12．11� 26．5�
55 オージーアイドル 牝2鹿 54 吉田 隼人窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 444 ― 〃 クビ 9．3�
79 ラブローレル 牝2青鹿54 菱田 裕二増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 402 ―1：12．2クビ 53．7	
66 ノブワイルド 牡2鹿 54 藤田 伸二前田 亘輝氏 畠山 吉宏 新ひだか 城地 清満 464 ―1：12．3� 3．1

78 カ ツ カ モ 牡2黒鹿54 小林 徹弥北側 雅勝氏 森 秀行 新冠 富本 茂喜 434 ―1：12．62 12．0�
33 マジックシャトル 牡2栗 54 岩田 康誠林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 464 ―1：12．81 4．6�
11 ポワソンダブリル 牡2栗 54 松岡 正海日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 446 ―1：12．9� 49．6�
22 カ ナ リ 牝2鹿 54 三浦 皇成井上 一郎氏 伊藤 大士 浦河 日の出牧場 478 ―1：13．0� 11．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，840，300円 複勝： 27，743，600円 枠連： 7，041，000円
馬連： 31，215，600円 馬単： 22，735，000円 ワイド： 16，948，200円
3連複： 40，959，100円 3連単： 70，330，300円 計： 235，813，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 220円 � 180円 � 750円 枠 連（4－8） 1，490円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，950円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 15，080円 3 連 単 ��� 82，640円

票 数

単勝票数 計 188403 的中 � 20339（4番人気）
複勝票数 計 277436 的中 � 33337（4番人気）� 49582（2番人気）� 7378（9番人気）
枠連票数 計 70410 的中 （4－8） 3651（6番人気）
馬連票数 計 312156 的中 �� 11553（7番人気）
馬単票数 計 227350 的中 �� 3791（16番人気）
ワイド票数 計 169482 的中 �� 5484（9番人気）�� 1444（34番人気）�� 1775（27番人気）
3連複票数 計 409591 的中 ��� 2037（55番人気）
3連単票数 計 703303 的中 ��� 617（299番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．2―12．3―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．9―48．2―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 6（7，9）（3，10）5（2，4）（1，11）8 4 ・（6，7，9）（3，10）5（2，4）（1，11）8

勝馬の
紹 介

グランドポピー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ナリタブライアン 初出走

2012．4．24生 牝2栗 母 グランドグリーン 母母 メタモルフォース 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20006 7月5日 晴 良 （26函館2）第1日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時45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
58．6
57．7

良
重

88 ヤジロベエバランス 牝2栗 54 吉田 隼人芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 浦河 三枝牧場 440 ―1：01．1 6．8�
66 ポッドフィズ 牝2鹿 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 458 ―1：01．2� 26．0�
77 キモンダッシュ 牡2鹿 54 田中 博康小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 西村 和夫 472 ―1：01．73 12．1�

（ラブミーケント）

11 マ ゼ ン タ 牡2鹿 54 三浦 皇成増田 和啓氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 454 ― 〃 ハナ 1．5�
44 ニーマルボス 牡2黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 山際セントラルスタッド 438 ―1：02．12� 15．2�
22 ペイシャピュア 牡2栗 54 柴山 雄一北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 478 ―1：02．63 43．5�
33 エマージングウルフ 牝2芦 54 藤田 伸二友水 達也氏 中野 栄治 浦河 有限会社

松田牧場 410 ―1：02．81� 15．6	
89 トミケンモヴェール 牡2栗 54 横山 和生冨樫 賢二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 446 ―1：03．43� 5．6

55 アパラパチア 牡2栗 54 村田 一誠井上 久光氏 柴田 政人 日高 出口牧場 454 ―1：04．25 69．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，645，700円 複勝： 45，356，600円 枠連： 6，368，800円
馬連： 21，087，800円 馬単： 21，340，600円 ワイド： 11，195，100円
3連複： 25，650，300円 3連単： 71，561，700円 計： 220，206，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 450円 � 1，340円 � 780円 枠 連（6－8） 3，790円

馬 連 �� 8，150円 馬 単 �� 16，930円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 860円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 14，660円 3 連 単 ��� 129，380円

票 数

単勝票数 計 176457 的中 � 20619（3番人気）
複勝票数 計 453566 的中 � 28737（3番人気）� 8451（7番人気）� 15219（5番人気）
枠連票数 計 63688 的中 （6－8） 1301（11番人気）
馬連票数 計 210878 的中 �� 2004（20番人気）
馬単票数 計 213406 的中 �� 945（36番人気）
ワイド票数 計 111951 的中 �� 1516（19番人気）�� 3467（10番人気）�� 1208（21番人気）
3連複票数 計 256503 的中 ��� 1312（40番人気）
3連単票数 計 715617 的中 ��� 401（231番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．9―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．8―23．8―35．7―48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．3
3 9（8，6）4－2，1－7，3－5 4 ・（9，6）（8，4）－1－2－（3，7）＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヤジロベエバランス �

父 サウスヴィグラス �


母父 スピニングワールド 初出走

2012．4．13生 牝2栗 母 シェリーバレンシア 母母 マ ル ケ ッ タ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 キモンダッシュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 マゼンタ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キモンダッシュ号は，平成26年7月6日から平成26年7月27日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。



20007 7月5日 晴 良 （26函館2）第1日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13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

811 セトノプロミス 牡4鹿 57 柴山 雄一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 488＋ 21：47．5 2．4�
67 ニホンピロバロン 牡4栗 57 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 474－ 2 〃 クビ 11．2�
66 サウザンドエース 牡3芦 54 藤田 伸二吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 532＋ 41：47．6クビ 5．5�
33 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 四位 洋文日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 クビ 8．8�
22 ダブルファンタジー 牝4栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 486－ 2 〃 アタマ 34．6�
79 コンプリートゲーム 牡4鹿 57 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 532± 01：47．7クビ 20．8�
11 ジェイケイニュース 牡3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 462＋ 6 〃 ハナ 25．9	
44 ナリタムーンライト 牡6栗 57 池添 謙一
オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 520－ 81：47．91� 6．4�
55 スカイグラフィティ 牝4芦 55

52 ▲井上 敏樹飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 490＋ 61：48．32� 154．9�
810 キングスクルーザー 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 464－ 21：48．4� 8．6
78 トレノカチドキ 牡3栗 54 吉田 隼人廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 468＋121：49．25 14．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，555，400円 複勝： 32，980，200円 枠連： 9，074，300円
馬連： 31，635，600円 馬単： 21，962，700円 ワイド： 19，103，800円
3連複： 43，203，000円 3連単： 74，692，200円 計： 251，207，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 270円 � 200円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 580円 �� 430円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 21，220円

票 数

単勝票数 計 185554 的中 � 60684（1番人気）
複勝票数 計 329802 的中 � 75127（1番人気）� 26371（6番人気）� 40352（4番人気）
枠連票数 計 90743 的中 （6－8） 16742（1番人気）
馬連票数 計 316356 的中 �� 15932（5番人気）
馬単票数 計 219627 的中 �� 5780（9番人気）
ワイド票数 計 191038 的中 �� 8516（6番人気）�� 11973（3番人気）�� 2906（19番人気）
3連複票数 計 432030 的中 ��� 7532（12番人気）
3連単票数 計 746922 的中 ��� 2551（61番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―31．3―44．4―57．5―1：10．1―1：22．5―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セトノプロミス �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．8．11 札幌5着

2010．4．7生 牡4鹿 母 セトノウインド 母母 シンウインド 18戦3勝 賞金 32，459，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時20分に変更。

20008 7月5日 晴 良 （26函館2）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：08．0
1：06．5

良
良

69 カレンステイシー 牝3栗 52 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 488± 01：09．4 2．9�
68 ピサノベッテル 牝5黒鹿55 四位 洋文市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 466± 01：09．61� 9．4�
711 マカゼコイカゼ 牝4鹿 55 岩田 康誠國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 436± 0 〃 ハナ 5．5�
45 ホオポノポノ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ
ナル牧場 438± 01：09．7� 17．9�

22 ネオザミスティック 牝6黒鹿55 藤岡 康太小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 466＋ 41：09．8� 34．0�
812 マイネヴァリエンテ 牝3鹿 52

49 ▲小崎 綾也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 444± 0 〃 ハナ 3．1	

813 リュウツバメ 牝4鹿 55
52 ▲井上 敏樹田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 516± 01：09．9� 22．5


57 フリティラリア 牝4芦 55 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 444＋101：10．53� 42．1�

33 シンハディーパ 牝4黒鹿55 池添 謙一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：10．6� 18．9
11 サクラオードシエル 牝5青鹿55 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 498＋101：10．7� 51．3�
56 	 ア ギ ャ ン ト 牝4鹿 55 竹之下智昭�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 442＋ 61：11．01� 54．8�
710 オウケンハナミズキ 牝5青 55

52 ▲長岡 禎仁福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 422＋ 41：11．1� 84．8�
44 キャストロメファ 牝4鹿 55 丸山 元気手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 452＋121：11．31� 19．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，190，500円 複勝： 29，772，900円 枠連： 9，035，500円
馬連： 32，768，900円 馬単： 19，937，700円 ワイド： 17，794，100円
3連複： 45，028，900円 3連単： 76，178，300円 計： 248，706，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 190円 � 160円 枠 連（6－6） 1，250円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 430円 �� 310円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 8，830円

票 数

単勝票数 計 181905 的中 � 49530（1番人気）
複勝票数 計 297729 的中 � 67493（1番人気）� 34610（4番人気）� 46249（3番人気）
枠連票数 計 90355 的中 （6－6） 5584（5番人気）
馬連票数 計 327689 的中 �� 20691（4番人気）
馬単票数 計 199377 的中 �� 7658（5番人気）
ワイド票数 計 177941 的中 �� 10451（4番人気）�� 15670（2番人気）�� 7667（6番人気）
3連複票数 計 450289 的中 ��� 15332（4番人気）
3連単票数 計 761783 的中 ��� 6251（16番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．4―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 ・（3，4，6）9（2，5）（13，10）1（11，12）（7，8） 4 ・（3，6）（4，9）（2，5，13）（11，1，10，12）8，7

勝馬の
紹 介

カレンステイシー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．1．26 中京3着

2011．4．29生 牝3栗 母 カ レ ン マ マ 母母 アズウィロー 5戦2勝 賞金 17，400，000円
〔発走状況〕 オウケンハナミズキ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 オウケンハナミズキ号は，発走調教再審査。



20009 7月5日 晴 良 （26函館2）第1日 第9競走 ��2，400�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
2：32．8
2：28．6

稍重
不良

55 オペラハット 牡3鹿 54 藤田 伸二小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 446－ 42：34．3 2．5�
88 アドマイヤイバマ 牡4芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470± 02：35．57 3．2�
33 バイタルフォルム 牡4黒鹿57 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 484－ 82：35．71� 7．2�
11 ヴァルティカル 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也 �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 454－ 42：36．02 20．8�

66 コスモナイスガイ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �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 546± 02：36．1クビ 18．5�
22 ジョーヌドール 牡4栗 57 三浦 皇成広尾レース	 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 466± 02：36．31� 6．4

89 � スリーロビンソン 牡6青 57 花田 大昂永井商事	 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 446－ 62：37．89 94．1�
44 レッドセイリング 牝4鹿 55 吉田 隼人 	東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B510＋ 22：38．12 15．3�
77 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 468＋ 22：40．2大差 12．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 16，366，600円 複勝： 19，467，200円 枠連： 5，835，200円
馬連： 29，736，100円 馬単： 22，615，700円 ワイド： 13，504，500円
3連複： 38，885，400円 3連単： 89，477，000円 計： 235，887，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 160円 枠 連（5－8） 420円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 210円 �� 330円 �� 300円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 3，160円

票 数

単勝票数 計 163666 的中 � 51818（1番人気）
複勝票数 計 194672 的中 � 44829（1番人気）� 44683（2番人気）� 25382（4番人気）
枠連票数 計 58352 的中 （5－8） 10532（1番人気）
馬連票数 計 297361 的中 �� 47993（1番人気）
馬単票数 計 226157 的中 �� 18841（1番人気）
ワイド票数 計 135045 的中 �� 18166（1番人気）�� 9651（5番人気）�� 10950（3番人気）
3連複票数 計 388854 的中 ��� 38118（2番人気）
3連単票数 計 894770 的中 ��� 20515（3番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．8―13．1―13．1―13．8―13．3―12．5―12．6―13．2―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―23．7―36．5―49．6―1：02．7―1：16．5―1：29．8―1：42．3―1：54．9―2：08．1―2：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F52．0―3F39．4
1
�
4－7－3（9，6）（2，8）－5－1
4，7（3，6）8（1，2，5）＝9

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

勝馬の
紹 介

オペラハット �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2013．10．20 新潟8着

2011．1．12生 牡3鹿 母 ボ ウ レ ジ ュ 母母 レディベローナ 12戦2勝 賞金 15，700，000円
［他本会外：1戦0勝］

20010 7月5日 晴 良 （26函館2）第1日 第10競走 ��
��2，000�

や く も

八 雲 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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

77 � メイショウテッサイ 牡6鹿 57 松岡 正海松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 498± 02：02．6 3．3�
11 マウイノカオイ 牡4鹿 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 486＋ 82：02．81	 4．5�
55 ネコタイショウ 牡4鹿 57 勝浦 正樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 452＋10 〃 クビ 6．9�
22 カレンシュガーレイ 牡5鹿 57 松田 大作鈴木 隆司氏 奥村 武 日高 高柳 隆男 468± 0 〃 ハナ 32．5�
810 ジェイケイネオ 牡4青鹿57 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 490＋ 8 〃 アタマ 17．3�
44 アルティメイタム 牡3鹿 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－10 〃 ハナ 8．0	
78 オメガユニコーン 牡4黒鹿57 N．ローウィラー 原 
子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 アタマ 7．3


（豪）

89 グランスエルテ 牡4栗 57 藤田 伸二 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 22：02．9クビ 6．4�

33 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿52 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 444＋ 42：03．0� 14．2
66 ウインヤード 牡3鹿 54 丸山 元気柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 460＋ 62：03．63� 67．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，389，800円 複勝： 35，611，400円 枠連： 11，352，200円
馬連： 47，383，700円 馬単： 30，242，000円 ワイド： 23，022，300円
3連複： 61，652，800円 3連単： 122，579，600円 計： 354，233，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 150円 � 190円 枠 連（1－7） 640円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 320円 �� 390円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 6，880円

票 数

単勝票数 計 223898 的中 � 53197（1番人気）
複勝票数 計 356114 的中 � 79359（1番人気）� 61027（2番人気）� 39332（4番人気）
枠連票数 計 113522 的中 （1－7） 13727（2番人気）
馬連票数 計 473837 的中 �� 35666（1番人気）
馬単票数 計 302420 的中 �� 12427（1番人気）
ワイド票数 計 230223 的中 �� 19073（1番人気）�� 15216（2番人気）�� 10674（5番人気）
3連複票数 計 616528 的中 ��� 31649（1番人気）
3連単票数 計1225796 的中 ��� 12911（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―11．8―12．4―12．7―12．2―12．4―12．4―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―36．5―48．9―1：01．6―1：13．8―1：26．2―1：38．6―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メイショウテッサイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Rahy

2008．2．8生 牡6鹿 母 アンノウンウォーターズ 母母 Phantom Creek 38戦1勝 賞金 51，709，000円
初出走 JRA

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



20011 7月5日 晴 良 （26函館2）第1日 第11競走 ��
��1，200�T V h 杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．6．29以降26．6．29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

テレビ北海道賞（1着）
賞 品

本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

33 ブランダムール 牝5栗 53 四位 洋文�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 462＋ 61：08．7 9．3�
811 ゴーハンティング 牡6黒鹿56 N．ローウィラー �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 510＋ 2 〃 クビ 8．8�

（豪）

78 ニ ザ エ モ ン 牡6黒鹿55 三浦 皇成小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 462－ 21：08．8クビ 8．5�
44 リックムファサ 牡6鹿 54 丸田 恭介山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 472－10 〃 クビ 35．3�
79 チャーチクワイア 牝5栗 53 岩田 康誠 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：08．9� 8．4�
810 ブルーストーン 牝3黒鹿51 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 2 〃 クビ 3．1	
22 ローブドヴルール 牝8鹿 53 柴山 雄一�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 504＋ 4 〃 ハナ 52．1

11 ジ ル コ ニ ア 牝7栗 52 津村 明秀下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 496＋ 61：09．0クビ 31．5�
67 エルカミーノレアル 牡3鹿 53 菱田 裕二広尾レース 小崎 憲 浦河 桑田牧場 474± 01：09．31� 5．7�
55 レッドヴァンクール 	8鹿 53 横山 和生 東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 516＋ 61：09．83 102．9�
66 ヤマニンプチガトー 牝5栗 53 藤田 伸二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 486－ 4 〃 クビ 4．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，238，800円 複勝： 65，530，900円 枠連： 26，662，600円
馬連： 129，665，300円 馬単： 67，170，200円 ワイド： 49，220，300円
3連複： 162，859，800円 3連単： 305，261，300円 計： 848，609，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 270円 � 280円 � 290円 枠 連（3－8） 1，170円

馬 連 �� 4，020円 馬 単 �� 8，270円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，140円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 10，010円 3 連 単 ��� 62，340円

票 数

単勝票数 計 422388 的中 � 36215（7番人気）
複勝票数 計 655309 的中 � 63446（4番人気）� 61303（6番人気）� 59707（7番人気）
枠連票数 計 266626 的中 （3－8） 17558（4番人気）
馬連票数 計1296653 的中 �� 24981（21番人気）
馬単票数 計 671702 的中 �� 6090（43番人気）
ワイド票数 計 492203 的中 �� 9146（21番人気）�� 11192（19番人気）�� 9673（20番人気）
3連複票数 計1628598 的中 ��� 12200（37番人気）
3連単票数 計3052613 的中 ��� 3550（236番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―11．2―11．5―11．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―33．1―44．6―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランダムール �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Woodman デビュー 2011．7．10 中山1着

2009．4．6生 牝5栗 母 ウッディークー 母母 ブリズントゥアウィン 20戦5勝 賞金 91，656，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

20012 7月5日 晴 良 （26函館2）第1日 第12競走 ��1，800�
じま

か も め 島 特 別
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

45 オ ツ ウ 牝4鹿 55 秋山真一郎大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B478± 01：47．7 2．5�
57 プ ロ ク リ ス 牝3栗 52 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 484＋10 〃 クビ 4．6�
68 コスモスターター 牝4栗 55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 430＋101：48．12� 36．8�
69 シャドウライフ 牝5黒鹿55 吉田 隼人飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 460± 01：48．63 35．3�
56 サイレントクロップ 牝5青鹿55 横山 和生 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 526＋ 21：48．81� 54．0	
44 ラシンティランテ 牝5栗 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 クビ 8．4

710 セ ミ ニ ョ ン 牝6鹿 55 津村 明秀伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 486＋141：48．9� 30．6�
33 フェニーチェ 牝5鹿 55 菱田 裕二広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 476＋16 〃 アタマ 19．9�
22 フ ィ ア レ ス 牝5栗 55 丹内 祐次西森 道男氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 41：49．11� 159．7
711� エレガンテココ 牝6青 55 荻野 琢真岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 城地 清満 442＋ 61：49．31� 118．8�
11 タイキソレイユ 牝5黒鹿55 藤田 伸二�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 468＋ 41：49．61	 29．6�
812 スパークオンアイス 牝5鹿 55 丸田 恭介西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 476± 01：51．19 116．0�
813 ア ン レ ー ル 牝4鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：51．31 3．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，709，000円 複勝： 52，207，700円 枠連： 18，760，300円
馬連： 85，683，800円 馬単： 50，041，600円 ワイド： 36，925，000円
3連複： 107，216，300円 3連単： 209，194，700円 計： 599，738，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 180円 � 590円 枠 連（4－5） 590円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，340円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 18，610円

票 数

単勝票数 計 397090 的中 � 123430（1番人気）
複勝票数 計 522077 的中 � 134218（1番人気）� 75351（3番人気）� 15357（8番人気）
枠連票数 計 187603 的中 （4－5） 24468（2番人気）
馬連票数 計 856838 的中 �� 86417（2番人気）
馬単票数 計 500416 的中 �� 30049（3番人気）
ワイド票数 計 369250 的中 �� 29979（2番人気）�� 6710（14番人気）�� 4580（22番人気）
3連複票数 計1072163 的中 ��� 12866（19番人気）
3連単票数 計2091947 的中 ��� 8148（48番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．3―12．3―11．9―11．8―11．4―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．3―48．6―1：00．5―1：12．3―1：23．7―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．4
1
3
7，5（4，8，13）－（2，10）－9（6，12）－11，3，1・（7，5）－（8，13）（4，10）9，2，6，11（3，1）－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オ ツ ウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2012．11．3 京都1着

2010．3．11生 牝4鹿 母 デライトポイント 母母 マッチポイント 17戦4勝 賞金 70，958，000円



（26函館2）第1日 7月5日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 134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

184，940，000円
11，440，000円
1，180，000円
16，340，000円
49，472，500円
3，484，000円
1，286，400円

勝馬投票券売得金
257，974，500円
404，919，900円
117，068，400円
511，774，000円
331，467，400円
244，797，000円
658，992，300円
1，283，229，400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 3，810，222，900円

総入場人員 3，986名 （有料入場人員 3，514名）
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