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20013 7月6日 晴 良 （26函館2）第2日 第1競走 ��
��1，200�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
1：09．3
1：07．8

良
良

22 ヤマカツエース 牡2栗 54 藤田 伸二山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 480＋ 41：10．8 5．5�
89 アポロノシンザン 牡2鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 454－ 41：11．01� 1．8�
55 ハーベストソング 牝2青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 404± 01：11．1� 4．1�
11 ゴールドエッグ 牡2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 452＋ 41：11．2	 24．0�
44 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 460＋ 41：11．62	 11．1	
810 ル ミ ノ ー ソ 牡2鹿 54 黛 弘人桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 鳥谷 勝彦 462－ 61：11．7	 113．0

33 ツェッペリン 牡2青鹿54 吉田 隼人窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 浦河小林牧場 430± 0 〃 クビ 20．9�
77 シゲルオハシリサン 牡2鹿 54 秋山真一郎森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 450－ 2 〃 ハナ 66．2�
78 ジョーハリス 牡2鹿 54 三浦 皇成上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 440－ 21：12．01� 15．0
66 シ テ ー ル 牡2鹿 54

51 ▲井上 敏樹�ミルファーム 二本柳俊一 浦河 市正牧場 B454＋ 61：13．17 102．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 15，628，200円 複勝： 30，294，800円 枠連： 6，265，200円
馬連： 28，105，700円 馬単： 22，575，700円 ワイド： 15，930，400円
3連複： 39，073，300円 3連単： 87，745，500円 計： 245，618，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 420円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 200円 �� 290円 �� 150円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 3，600円

票 数

単勝票数 計 156282 的中 � 22471（3番人気）
複勝票数 計 302948 的中 � 37275（3番人気）� 150301（1番人気）� 40473（2番人気）
枠連票数 計 62652 的中 （2－8） 11501（2番人気）
馬連票数 計 281057 的中 �� 43287（2番人気）
馬単票数 計 225757 的中 �� 13773（4番人気）
ワイド票数 計 159304 的中 �� 19636（2番人気）�� 11402（3番人気）�� 31301（1番人気）
3連複票数 計 390733 的中 ��� 65093（1番人気）
3連単票数 計 877455 的中 ��� 17632（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．9―12．1―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．9―47．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツエース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．6．22 函館6着

2012．3．22生 牡2栗 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 2戦1勝 賞金 5，000，000円

20014 7月6日 晴 良 （26函館2）第2日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20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

77 ラフェットデメール 牝3黒鹿 54
51 ▲小崎 綾也大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B448＋ 81：47．2 5．1�

88 ノースファイヤー 牝3青鹿54 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 498－ 61：47．41� 2．3�
22 クイーンズシアター 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム B458＋ 21：47．82� 2．6�
33 ロ ザ リ ン ド 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：48．75 7．0�
44 ウインバレリーナ 牝3鹿 54 黛 弘人�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 41：48．9� 41．9	
89 アグネスモバイル 牝3鹿 54 丸田 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 424＋ 41：49．96 62．8

55 セトノヴィラーゴ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 アタマ 65．6�
11 キレイナオヒメサマ 牝3栗 54 竹之下智昭國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 460＋ 41：50．85 24．8�
66 サンファーゴ 牝3栗 54 水口 優也加藤 信之氏 土田 稔 日高 ノースガーデン 442± 01：51．01 111．1
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売 得 金
単勝： 15，329，300円 複勝： 26，491，600円 枠連： 5，663，700円
馬連： 23，877，200円 馬単： 18，606，500円 ワイド： 12，640，800円
3連複： 35，190，400円 3連単： 77，009，100円 計： 214，808，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（7－8） 640円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 200円 �� 210円 �� 120円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 2，860円

票 数

単勝票数 計 153293 的中 � 23926（3番人気）
複勝票数 計 264916 的中 � 29484（3番人気）� 103725（1番人気）� 81822（2番人気）
枠連票数 計 56637 的中 （7－8） 6811（2番人気）
馬連票数 計 238772 的中 �� 27050（2番人気）
馬単票数 計 186065 的中 �� 9886（5番人気）
ワイド票数 計 126408 的中 �� 13373（2番人気）�� 11915（3番人気）�� 36816（1番人気）
3連複票数 計 351904 的中 ��� 94119（1番人気）
3連単票数 計 770091 的中 ��� 19499（9番人気）

ハロンタイム 6．9―11．6―12．3―12．6―13．0―13．1―12．6―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．8―43．4―56．4―1：09．5―1：22．1―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ラフェットデメール �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2013．8．11 新潟10着

2011．4．23生 牝3黒鹿 母 クラシックチュチュ 母母 グランパドドゥ 9戦1勝 賞金 10，360，000円

第２回 函館競馬 第２日



20015 7月6日 晴 良 （26函館2）第2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

12 ベルモントラハイナ 牝3鹿 54 吉田 隼人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム 450＋ 61：10．0 13．9�

510 エンジェルミディ 牝3栗 54 秋山真一郎�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 504＋ 21：10．21� 2．0�
11 ディアエトワール 牡3栗 56 三浦 皇成ディアレスト 奥村 武 新ひだか 山際 智 464＋ 6 〃 クビ 3．6�
35 ファンタジックアイ 牝3黒鹿54 菱田 裕二吉田 千津氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 438－ 6 〃 アタマ 8．4�
47 ドリームヴィジョン �3芦 56 横山 和生セゾンレースホース� 大江原 哲 浦河 ダイヤモンドファーム 432－ 81：10．51� 50．1	
24 クリノツネチャン 牝3栗 54 四位 洋文栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 436＋ 81：10．71� 10．2

611 クールゴッホ 牡3栗 56 丹内 祐次西森 道男氏 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 500－121：10．8� 274．9�
816 バトルフェスタ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 山岡ファーム 440＋18 〃 アタマ 292．3�
59 ビジンノカガミ 牝3黒鹿54 丸田 恭介ベニバナ組合 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 432＋10 〃 アタマ 92．0
612 アルカンジュ 牝3芦 54 丸山 元気小林竜太郎氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：11．11� 14．8�
48 バフチサライ 牡3芦 56

53 ▲井上 敏樹 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490－101：11．2クビ 165．0�
23 ケンブリッジベラ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 416＋ 61：11．3� 182．3�

815 ラ ン ド ロ ワ 牝3芦 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 460＋ 2 〃 クビ 15．2�
714 クツワホームラン 牝3栗 54 木幡 初広芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 446＋ 4 〃 アタマ 122．6�
36 エストスマイル 牝3鹿 54 水口 優也橋川 欣司氏 本間 忍 青森 大西興産 514＋ 21：11．4� 218．4�
713 サンフォンタナ 牝3青鹿 54

51 ▲小崎 綾也加藤 信之氏 的場 均 日高 中川 欽一 412＋141：11．5クビ 157．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，553，800円 複勝： 26，195，100円 枠連： 8，388，600円
馬連： 32，723，800円 馬単： 22，375，700円 ワイド： 18，431，200円
3連複： 43，744，000円 3連単： 73，750，900円 計： 245，163，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 220円 � 120円 � 130円 枠 連（1－5） 370円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 370円 �� 720円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 14，850円

票 数

単勝票数 計 195538 的中 � 11177（5番人気）
複勝票数 計 261951 的中 � 21155（4番人気）� 67447（1番人気）� 55760（2番人気）
枠連票数 計 83886 的中 （1－5） 17418（1番人気）
馬連票数 計 327238 的中 �� 19411（5番人気）
馬単票数 計 223757 的中 �� 4440（14番人気）
ワイド票数 計 184312 的中 �� 12548（3番人気）�� 5693（9番人気）�� 23787（1番人気）
3連複票数 計 437440 的中 ��� 19930（3番人気）
3連単票数 計 737509 的中 ��� 3599（46番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―11．7―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―45．8―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．9
3 ・（1，2）（4，3，11，14，15）（5，12）（6，10，8）7（9，13）16 4 1，2（11，15）4，3（5，14）（6，12）（10，8）7（9，13）16

勝馬の
紹 介

ベルモントラハイナ �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．10．26 東京8着

2011．1．26生 牝3鹿 母 ベルモントピノコ 母母 スターリーナイト 6戦1勝 賞金 5，900，000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 エントラール号・ホッコーホウオウ号

20016 7月6日 晴 良 （26函館2）第2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

55 イノセンテス 牡3鹿 56
53 ▲小崎 綾也小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 468＋101：47．7 5．6�

67 ドラムメジャー 牡3青 56 三浦 皇成本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場 462－ 2 〃 クビ 2．4�
66 ヘクターザグレート 牡3黒鹿56 津村 明秀堀 祥子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B502－ 6 〃 アタマ 23．3�
33 � ヴェントアウレオ 牡3栗 56 松田 大作藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 476＋ 2 〃 ハナ 11．8�
11 ゴッドエンペラー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B456－ 21：47．8クビ 4．4�
811 スプリングアップ 牡3鹿 56 勝浦 正樹スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 474－ 21：48．65 7．4	
78 アカイツバサ 牝3栗 54 中谷 雄太佐々木孝之氏 境 直行 日高 原田牧場 454＋ 6 〃 ハナ 23．9

810 センノイギダー 牡3栗 56 丸田 恭介浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 B476± 01：49．02� 21．0�
79 メイショウロブロイ 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好�氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 482± 01：49．21	 17．1�
44 トウショウワイルド 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹トウショウ産業 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 434＋101：49．3クビ 82．3�
22 サンマルゴールド 牡3鹿 56 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 466＋ 41：55．4大差 110．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，699，400円 複勝： 25，671，300円 枠連： 7，603，000円
馬連： 28，762，500円 馬単： 20，035，600円 ワイド： 16，720，700円
3連複： 38，702，400円 3連単： 72，199，200円 計： 228，394，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 120円 � 380円 枠 連（5－6） 650円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，750円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 20，920円

票 数

単勝票数 計 186994 的中 � 26484（3番人気）
複勝票数 計 256713 的中 � 36392（3番人気）� 75089（1番人気）� 11824（7番人気）
枠連票数 計 76030 的中 （5－6） 9043（2番人気）
馬連票数 計 287625 的中 �� 28616（2番人気）
馬単票数 計 200356 的中 �� 8624（4番人気）
ワイド票数 計 167207 的中 �� 13649（2番人気）�� 2251（20番人気）�� 5032（9番人気）
3連複票数 計 387024 的中 ��� 7238（13番人気）
3連単票数 計 721992 的中 ��� 2501（67番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．7―43．9―56．8―1：08．8―1：21．5―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イノセンテス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．9．21 阪神8着

2011．4．13生 牡3鹿 母 ネオサカエール 母母 ヨ シ イ ワ ト 6戦1勝 賞金 6，860，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月6日まで平地

競走に出走できない。



20017 7月6日 晴 良 （26函館2）第2日 第5競走 ��
��1，800�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
1：51．2
1：45．9

良
良

34 サウスキャロライナ 牝2青鹿54 三浦 皇成窪田 康志氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 444 ―1：52．7 1．6�
22 マイネルポルトゥス 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 456 ―1：52．91� 11．2�
610 マイネルサクセサー 牡2栗 54 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 454 ―1：53．0� 34．7�
711 ジャジャンケン 牡2黒鹿54 丸田 恭介スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 神垣 道弘 478 ―1：53．42� 8．0�
45 バードオブプレイ 牡2黒鹿54 中谷 雄太小林 正和氏 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 442 ―1：53．5� 25．7�
58 ノットフォーマル 牝2黒鹿54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：53．92� 111．0	
814 イシドールス 牡2鹿 54 菱田 裕二 
サンデーレーシング 伊藤 大士 安平 追分ファーム 472 ―1：54．11 15．3�
33 シシャモショウグン 牡2鹿 54 松田 大作大野 満氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 448 ― 〃 クビ 57．4�
69 タイムトゥシャイン 牡2栗 54 木幡 初広古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 賀張三浦牧場 450 ―1：54．2クビ 44．3
813 ターンブルブルー 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 434 ―1：54．3� 107．2�
46 コンクエストシチー 牡2栗 54

51 ▲小崎 綾也 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 456 ―1：54．61� 5．7�
712 フィールドリアン 牡2黒鹿54 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 476 ―1：55．13 40．5�
57 レ ベ ニ ュ ー 牡2黒鹿54 丸山 元気嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 446 ―1：59．3大差 57．6�
11 ユアーザワン 牡2青 54 藤田 伸二
ターフ・スポート高橋 文雅 日高 下河辺牧場 468 ―2：05．9大差 38．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，341，200円 複勝： 27，641，700円 枠連： 10，163，800円
馬連： 34，144，200円 馬単： 28，149，400円 ワイド： 18，950，000円
3連複： 45，721，200円 3連単： 87，443，000円 計： 276，554，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 210円 � 480円 枠 連（2－3） 790円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 370円 �� 960円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 11，240円

票 数

単勝票数 計 243412 的中 � 117337（1番人気）
複勝票数 計 276417 的中 � 105555（1番人気）� 27239（4番人気）� 8839（7番人気）
枠連票数 計 101638 的中 （2－3） 9965（3番人気）
馬連票数 計 341442 的中 �� 31940（3番人気）
馬単票数 計 281494 的中 �� 19578（3番人気）
ワイド票数 計 189500 的中 �� 14363（3番人気）�� 4905（9番人気）�� 2563（18番人気）
3連複票数 計 457212 的中 ��� 7671（12番人気）
3連単票数 計 874430 的中 ��� 5638（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―37．1―50．7―1：04．1―1：16．9―1：29．4―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウスキャロライナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2012．2．1生 牝2青鹿 母 アシュレイリバー 母母 チャールストンハーバー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔調教再審査〕 コンクエストシチー号は，4コーナーで外側に逃避し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〕 レベニュー号・ユアーザワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月6日

まで平地競走に出走できない。

20018 7月6日 晴 良 （26函館2）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時40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

78 メイショウビザン 牝3栗 54
51 ▲小崎 綾也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486＋ 42：02．8 2．2�

79 � アワフレイム 牝3黒鹿54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Hinkle Farms 470＋ 42：03．01 12．5�
55 ビキニスタイル 牝3黒鹿54 菱田 裕二石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 62：03．1� 20．4�
66 グロリアスカフェ 牡3黒鹿56 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 496＋ 6 〃 クビ 3．3�
44 エルズミーア 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 554＋ 22：03．2	 4．3�
67 レインオーバー 
3青鹿56 N．ローウィラー 	グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム B432－18 〃 アタマ 23．8


（豪）

33 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 492＋ 22：03．3� 57．8�
11 ヤマニンボレアル 牡3黒鹿56 柴山 雄一土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 B492－ 82：03．4クビ 81．9�
810� ト ラ ウ ム 牝3鹿 54 黛 弘人吉田 安惠氏 戸田 博文 独 Stiftung Ges-

tut Fahrhof 454± 02：04．67 203．0
22 マイネルアミークス 牡3鹿 56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 446－ 22：05．45 14．2�
811 ファーストフォリオ 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 458± 02：07．4大差 107．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 18，931，500円 複勝： 25，139，000円 枠連： 6，642，500円
馬連： 29，670，300円 馬単： 21，718，400円 ワイド： 15，546，800円
3連複： 37，634，400円 3連単： 76，949，700円 計： 232，232，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 220円 � 310円 枠 連（7－7） 940円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 350円 �� 760円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 11，770円

票 数

単勝票数 計 189315 的中 � 66443（1番人気）
複勝票数 計 251390 的中 � 87580（1番人気）� 23369（4番人気）� 14561（6番人気）
枠連票数 計 66425 的中 （7－7） 5420（4番人気）
馬連票数 計 296703 的中 �� 21167（4番人気）
馬単票数 計 217184 的中 �� 11797（5番人気）
ワイド票数 計 155468 的中 �� 12453（3番人気）�� 5089（9番人気）�� 2120（18番人気）
3連複票数 計 376344 的中 ��� 7468（13番人気）
3連単票数 計 769497 的中 ��� 4737（37番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．3―12．4―12．8―12．8―12．5―11．9―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．5―48．9―1：01．7―1：14．5―1：27．0―1：38．9―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウビザン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．10．12 京都3着

2011．3．27生 牝3栗 母 ダンシングブルーム 母母 シルヴァーキャップ 7戦1勝 賞金 13，550，000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。



20019 7月6日 晴 良 （26函館2）第2日 第7競走 ��
��1，000�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 7，300，000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

11 トーセンプリモ 牝5鹿 55
52 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム 510－ 4 59．1 7．0�

33 セイウンチカラ 牡4鹿 57 秋山真一郎西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 496－ 2 59．31 2．6�
811 ガッサンプレイ 牡4栗 57 三浦 皇成西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 472± 0 59．4� 3．3�
56 ヒカルソラフネ 牡5鹿 57 横山 和生松本 俊廣氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 484－ 4 59．5� 6．0�
812 トウカイチャーム 牡6栗 57

54 ▲小崎 綾也内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 482＋ 8 59．6� 25．9�
44 ホワイトポピー 牝4芦 55 柴山 雄一楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 436± 0 〃 アタマ 12．7	
22 テイエムシシオー 牡5黒鹿57 菱田 裕二竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 486－ 2 〃 ハナ 15．5

68 	 ロクイチスマイル 牝5芦 55

52 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 494－ 6 〃 アタマ 73．2�
55 タオルチャン 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 426－ 2 59．8� 87．9�
710 キクノアリア 牝3鹿 52 勝浦 正樹菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 464＋ 41：00．12 25．2
67 
	 ム ニ ン 牝5鹿 55 藤田 伸二一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 446＋ 41：00．2クビ 46．5�
79 	 コーリンヴァレロ 牡6鹿 57 丹内 祐次伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 508＋ 41：00．52 237．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，228，200円 複勝： 25，926，600円 枠連： 8，888，800円
馬連： 33，173，500円 馬単： 21，324，800円 ワイド： 17，581，100円
3連複： 44，843，600円 3連単： 78，867，900円 計： 248，834，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 160円 � 130円 � 140円 枠 連（1－3） 900円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 260円 �� 440円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 8，350円

票 数

単勝票数 計 182282 的中 � 20583（4番人気）
複勝票数 計 259266 的中 � 36455（4番人気）� 58121（1番人気）� 46513（2番人気）
枠連票数 計 88888 的中 （1－3） 7643（3番人気）
馬連票数 計 331735 的中 �� 31405（3番人気）
馬単票数 計 213248 的中 �� 7280（7番人気）
ワイド票数 計 175811 的中 �� 17351（3番人気）�� 9055（5番人気）�� 20986（1番人気）
3連複票数 計 448436 的中 ��� 31467（3番人気）
3連単票数 計 788679 的中 ��� 6846（16番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．7―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンプリモ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2011．12．18 中山11着

2009．3．5生 牝5鹿 母 ホワイトピクシイ 母母 ダイナコマネチ 21戦3勝 賞金 28，300，000円

20020 7月6日 晴 良 （26函館2）第2日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000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

22 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B498＋ 41：47．0 1．8�
66 シルクエルドール �5栗 57 N．ローウィラー 有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506－ 41：47．1� 7．1�
（豪）

89 キセキノチャンス 牝4栗 55
52 ▲城戸 義政深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 484＋ 41：47．3� 30．9�

33 リキサンイレブン 牡5黒鹿57 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 522± 0 〃 クビ 4．4�
55 ホッコージョイフル 牡4鹿 57 小林 徹弥矢部 道晃氏 飯田 祐史 新ひだか 千代田牧場 496＋ 21：47．4クビ 42．5�
44 ナムライットウセイ 牡4黒鹿57 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 484－ 21：47．5� 9．8	
11 � パラティーノ 牡5黒鹿57 菱田 裕二村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 530± 0 〃 クビ 7．4

810 バルタザール 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 514－ 21：47．6クビ 34．5�

78 アルボランシー 牝6栗 55
52 ▲井上 敏樹 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 B470－ 61：47．7	 114．8

77 モーニングムーン 牝4栗 55 丸田 恭介�ターフ・スポート高橋 文雅 新冠 松浦牧場 458＋ 21：49．9大差 32．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 18，941，100円 複勝： 30，955，500円 枠連： 8，989，400円
馬連： 31，777，900円 馬単： 25，820，000円 ワイド： 17，784，400円
3連複： 43，517，400円 3連単： 102，011，200円 計： 279，796，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 340円 枠 連（2－6） 600円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 350円 �� 530円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 12，620円

票 数

単勝票数 計 189411 的中 � 79797（1番人気）
複勝票数 計 309555 的中 � 132668（1番人気）� 38031（3番人気）� 12679（6番人気）
枠連票数 計 89894 的中 （2－6） 11426（3番人気）
馬連票数 計 317779 的中 �� 31442（3番人気）
馬単票数 計 258200 的中 �� 19253（3番人気）
ワイド票数 計 177844 的中 �� 14059（3番人気）�� 8585（5番人気）�� 1902（19番人気）
3連複票数 計 435174 的中 ��� 7050（14番人気）
3連単票数 計1020112 的中 ��� 5858（39番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．6―43．5―55．5―1：07．7―1：20．3―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサフィーバー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 El Prado デビュー 2011．8．14 札幌13着

2009．3．22生 牡5栗 母 シャイアーズエンデ 母母 Shared Reflections 36戦2勝 賞金 37，470，000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。



20021 7月6日 晴 良 （26函館2）第2日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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 7，300，000円 2，900，000円 1，450，000
1，450，000

円
円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

22 シベリアンタイガー 牡3鹿 54 菱田 裕二岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 472－ 21：49．5 4．4�
710� トウケイゴールド 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 480－ 2 〃 クビ 5．0�
56 モエレフルール 牝5黒鹿55 藤田 伸二中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 486－ 21：49．6クビ 2．3�
812 マイネルナタリス 牡7黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 470± 0 〃 同着 26．1�
811 ブレークビーツ �4鹿 57

54 ▲城戸 義政吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 456－101：49．7� 17．4�
68 � タンスチョキン 牝4鹿 55 三浦 皇成栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 472± 01：50．02 10．8	
33 サングブルー 牡4芦 57 柴山 雄一吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 ハナ 28．6

55 � マヤノカデンツァ 牡5栗 57 吉田 隼人田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 B482± 0 〃 アタマ 25．5�
11 スズカチャンプ 牡5鹿 57 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B492＋141：50．2� 23．7�
79 ヤマニンティグル 牡6鹿 57

54 ▲井上 敏樹土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 B468－ 81：50．51� 98．7
67 � エムエムロゼオ 牡5栗 57 西村 太一ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 450－171：50．92	 133．7�
44 マグナムボーイ 牡4鹿 57 横山 和生古賀 禎彦氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 520－ 41：51．0� 13．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，146，100円 複勝： 29，333，100円 枠連： 11，226，900円
馬連： 47，907，400円 馬単： 31，087，300円 ワイド： 23，170，100円
3連複： 61，458，400円 3連単： 117，042，600円 計： 345，371，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 120円 � 110円 �
�

110円
200円 枠 連（2－7） 1，400円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 270円 ��
��

200円
740円

��
��

170円
570円

3 連 複 ���
���

500円
3，050円 3 連 単 ���

���
3，460円
11，570円

票 数

単勝票数 計 241461 的中 � 43732（2番人気）
複勝票数 計 293331 的中 �

�
42127
17389

（3番人気）
（7番人気）

� 54498（2番人気）� 74614（1番人気）

枠連票数 計 112269 的中 （2－7） 6171（5番人気）
馬連票数 計 479074 的中 �� 24171（3番人気）
馬単票数 計 310873 的中 �� 9091（6番人気）
ワイド票数 計 231701 的中 ��

��
12845
25820

（3番人気）
（1番人気）

��
��

20167
5064
（2番人気）
（14番人気）

�� 3794（20番人気）

3連複票数 計 614584 的中 ��� 48747（1番人気）��� 7030（19番人気）
3連単票数 計1170426 的中 ��� 12335（5番人気）��� 3639（62番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．5―12．9―12．7―11．9―12．0―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．8―48．7―1：01．4―1：13．3―1：25．3―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シベリアンタイガー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．1．19 中山6着

2011．5．29生 牡3鹿 母 ク ロ ネ コ 母母 フサイチグレース 7戦2勝 賞金 12，300，000円

20022 7月6日 晴 良 （26函館2）第2日 第10競走 ��
��1，200�

た ち ま ち み さ き

立 待 岬 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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

59 スイートドーナッツ 牡4黒鹿57 N．ローウィラー 岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 B454－ 41：09．7 46．6�
（豪）

34 � サンライズテナンゴ 牡4芦 57 荻野 琢真松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 450－ 41：09．91	 130．5�
11 グレイングロース 牡4鹿 57 藤田 伸二 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム B518＋ 2 〃 ハナ 4．3�
713 ヘイハチスカイ 牡5鹿 57 丸山 元気伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 464－ 41：10．0
 126．8�
22 エクスパーシヴ 牝4鹿 55 村田 一誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 470－ 2 〃 クビ 21．2�
610 マイネルルークス 牡4栃栗57 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 千歳 社台ファーム B474± 01：10．1クビ 15．3

35 ハギノソフィア 牝4栗 55 吉田 隼人安岡美津子氏 �島 一歩 日高 天羽 禮治 482＋12 〃 アタマ 38．2�
58 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 488＋ 81：10．2クビ 25．4�
712 オールパーパス 牡3栗 54 三浦 皇成前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482± 0 〃 クビ 8．8
611 シシャモオージ 牡3黒鹿54 松田 大作大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 466＋ 21：10．3� 9．1�
46 ショウナンアンカー 4栗 57 丸田 恭介国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 446＋ 61：10．4
 95．4�
47 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 52 菱田 裕二布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 442＋ 41：10．71� 3．2�
814 ミッキーボクサー 牡3黒鹿54 秋山真一郎三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 422± 01：11．33
 56．1�
23 ケイエスポーラ 牡3鹿 54 勝浦 正樹キヨシサービス	 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 484＋ 41：11．51	 5．3�
815 テーオートマホーク 牡4鹿 57 津村 明秀小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 470－ 41：11．82 16．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，913，000円 複勝： 42，203，400円 枠連： 15，585，800円
馬連： 65，776，400円 馬単： 38，811，700円 ワイド： 30，533，400円
3連複： 89，206，700円 3連単： 151，808，100円 計： 463，838，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，660円 複 勝 � 1，080円 � 1，940円 � 210円 枠 連（3－5） 11，030円

馬 連 �� 136，300円 馬 単 �� 306，400円

ワ イ ド �� 17，880円 �� 3，010円 �� 8，290円

3 連 複 ��� 135，160円 3 連 単 ��� 1，342，200円

票 数

単勝票数 計 299130 的中 � 5132（11番人気）
複勝票数 計 422034 的中 � 9133（11番人気）� 4894（13番人気）� 65286（2番人気）
枠連票数 計 155858 的中 （3－5） 1095（30番人気）
馬連票数 計 657764 的中 �� 374（98番人気）
馬単票数 計 388117 的中 �� 95（196番人気）
ワイド票数 計 305334 的中 �� 437（86番人気）�� 2646（34番人気）�� 947（61番人気）
3連複票数 計 892067 的中 ��� 495（258番人気）
3連単票数 計1518081 的中 ��� 82（1828番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．3―12．1―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．6―45．7―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートドーナッツ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 El Prado デビュー 2012．8．5 小倉1着

2010．2．9生 牡4黒鹿 母 スイートプラド 母母 Kenbu 19戦2勝 賞金 25，412，000円
〔その他〕 スイートドーナッツ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スイートドーナッツ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年8月6日まで出走できない。
※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。



20023 7月6日 晴 良 （26函館2）第2日 第11競走 ��
��1，800�

ともえ

巴 賞
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 4，400，000
4，400，000

円
円 2，200，000円

付 加 賞 210，000円 60，000円 15，000
15，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

89 アロマティコ 牝5栗 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：48．1 6．0�
33 セイルラージ 牡7鹿 56 松田 大作 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋12 〃 クビ 24．7�
66 ミッキーパンプキン 牡8鹿 57 吉田 隼人野田みづき氏 牧田 和弥 追分 追分ファーム 452－ 41：48．2クビ 54．5�
810 シゲルササグリ 牡5黒鹿56 秋山真一郎森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 496－16 〃 同着 18．0�
11 � レッドレイヴン 牡4青鹿56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 506－ 8 〃 クビ 1．6	
44 � アンコイルド 牡5鹿 57 勝浦 正樹�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 490－ 41：48．41	 4．8

55 ゼ ロ ス 牡5鹿 56 丸山 元気杉澤 光雄氏 石橋 守 日高 坂 牧場 502－ 41：49．03
 8．0�
77 � メイショウサミット 牡8鹿 56 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 538＋ 81：49．21	 72．7�
22 サンディエゴシチー 牡7黒鹿56 藤田 伸二 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム 528＋12 〃 クビ 48．8
78 キョウエイストーム 牡9芦 57 丸田 恭介田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 434－121：49．41
 67．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，080，300円 複勝： 82，932，100円 枠連： 26，090，500円
馬連： 141，182，800円 馬単： 98，475，900円 ワイド： 54，694，400円
3連複： 183，503，300円 3連単： 501，506，600円 計： 1，140，465，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 430円 �
�

950円
500円 枠 連（3－8） 3，540円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 8，940円

ワ イ ド �� 740円 ��
��

1，570円
710円

��
��

2，530円
1，400円

3 連 複 ���
���

16，430円
7，580円 3 連 単 ���

���
91，270円
46，840円

票 数

単勝票数 計 520803 的中 � 69229（3番人気）
複勝票数 計 829321 的中 �

�
75291
31704

（3番人気）
（6番人気）

� 38130（5番人気）� 15286（7番人気）

枠連票数 計 260905 的中 （3－8） 5707（10番人気）
馬連票数 計1411828 的中 �� 23051（15番人気）
馬単票数 計 984759 的中 �� 8255（24番人気）
ワイド票数 計 546944 的中 ��

��
11763
3202
（14番人気）
（31番人気）

��
��

5254
5916
（22番人気）
（21番人気）

�� 12318（10番人気）

3連複票数 計1835033 的中 ��� 4175（61番人気）��� 9098（38番人気）
3連単票数 計5015066 的中 ��� 1991（285番人気） ��� 3882（193番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．6―48．7―1：00．7―1：12．5―1：24．3―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アロマティコ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．23 京都3着

2009．5．17生 牝5栗 母 ナ ス カ 母母 アンデスレディー 22戦6勝 賞金 166，191，000円
〔制裁〕 ゼロス号の騎手丸山元気は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・3番）

20024 7月6日 晴 良 （26函館2）第2日 第12競走 ��
��1，000�

ふ ん か わ ん

噴 火 湾 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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000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
57．7
57．1

重
稍重

710 ビナスイート 牝5栗 55 松田 大作井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 486± 0 57．7 11．0�
11 クリスワールド 牡6栗 57 菱田 裕二加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 494－ 4 58．12� 4．9�
44 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 494＋ 2 59．05 2．8�
22 シャッセロール 牝4鹿 55 四位 洋文名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 458± 0 59．1� 6．1�
811 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 474＋ 2 〃 クビ 6．2�
79 デリケートアーチ 牝5栃栗55 津村 明秀 	社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B478＋ 4 59．2	 29．1

68 
 ヤマノグラス 牝6鹿 55 西村 太一山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 518－ 2 59．3� 21．3�
33 スズノオオタカ 牡6鹿 57 中谷 雄太阿部 雅子氏 森田 直行 日高 大沢育成牧場 524－ 2 59．51� 41．8�
67 ラ シ ー ク 牝5鹿 55 吉田 隼人	日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B486＋14 59．6クビ 34．6
56 ド ナ リ サ 牝6鹿 55 黛 弘人山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 476＋ 4 59．7	 7．8�
55 
 ヨユウノヨッチャン 牝6鹿 55 横山 和生グリーンスウォード天間 昭一 新ひだか 畠山牧場 462＋ 51：00．02 107．4�
812
 コーリンハッピー 牝6芦 55 村田 一誠伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 B468－ 11：01．06 71．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，251，500円 複勝： 60，022，900円 枠連： 18，750，600円
馬連： 89，818，400円 馬単： 49，452，800円 ワイド： 42，540，500円
3連複： 114，131，000円 3連単： 224，552，100円 計： 640，519，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 330円 � 180円 � 150円 枠 連（1－7） 2，610円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 950円 �� 950円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 30，080円

票 数

単勝票数 計 412515 的中 � 29907（6番人気）
複勝票数 計 600229 的中 � 36254（7番人気）� 86257（2番人気）� 131117（1番人気）
枠連票数 計 187506 的中 （1－7） 5558（15番人気）
馬連票数 計 898184 的中 �� 22797（14番人気）
馬単票数 計 494528 的中 �� 5778（28番人気）
ワイド票数 計 425405 的中 �� 10543（12番人気）�� 10526（13番人気）�� 45846（1番人気）
3連複票数 計1141310 的中 ��� 23723（9番人気）
3連単票数 計2245521 的中 ��� 5412（101番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．9―34．3―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビナスイート �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2011．10．23 京都5着

2009．2．23生 牝5栗 母 シンセイアカリ 母母 ピンクノワンピース 22戦4勝 賞金 48，479，000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 テイクエイム号

３レース目



（26函館2）第2日 7月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 142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

188，210，000円
8，200，000円
1，230，000円
16，930，000円
50，627，000円
3，692，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
297，043，600円
432，807，100円
134，258，800円
586，920，100円
398，433，800円
284，523，800円
776，726，100円
1，650，885，900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 4，561，599，200円

総入場人員 7，803名 （有料入場人員 6，783名）
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