
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

20025 7月12日 晴 稍重 （26函館2）第3日 第1競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
58．6
57．7

良
重

44 ラブミークン 牡2栗 54 田中 博康小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 468＋ 41：00．1 6．3�
710 ヒラボククラウン 牡2栗 54 岩田 康誠�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 452－ 21：00．31� 4．0�
68 サカダッシュ 牡2鹿 54 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 460－ 61：00．4� 5．0�
812 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± 0 〃 クビ 4．4�
33 ワンラヴワンハート 牡2青鹿 54

51 ▲小崎 綾也山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 21：00．5クビ 11．5�
11 ネ コ ソ ラ 牡2栗 54 黛 弘人桐谷 茂氏 堀井 雅広 様似 様似共栄牧場 514＋ 21：00．71� 21．7	
22 ラッシュボール 牡2鹿 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 イスズ牧場 462－ 21：01．02 162．1

67 スイートアリッサム 牝2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 大和田 成 新ひだか グランド牧場 440＋101：01．21� 5．0�
56 タイセイボニータ 牝2栗 54 藤岡 康太田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 446－ 21：01．41� 73．1�
55 キングイマデショウ 牡2鹿 54 古川 吉洋首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 21：01．72 26．1
811 キ ザ シ 牡2栗 54

51 ▲長岡 禎仁 �フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 428－ 21：01．8クビ 57．8�
79 ミックトゥルース 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 450＋ 41：02．33 57．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，530，300円 複勝： 28，090，300円 枠連： 7，283，000円
馬連： 27，082，200円 馬単： 19，106，200円 ワイド： 16，700，400円
3連複： 39，448，800円 3連単： 60，571，200円 計： 213，812，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 140円 � 190円 枠 連（4－7） 1，560円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 640円 �� 720円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 17，620円

票 数

単勝票数 計 155303 的中 � 19665（5番人気）
複勝票数 計 280903 的中 � 34750（5番人気）� 59320（1番人気）� 35934（4番人気）
枠連票数 計 72830 的中 （4－7） 3613（6番人気）
馬連票数 計 270822 的中 �� 12277（8番人気）
馬単票数 計 191062 的中 �� 4073（14番人気）
ワイド票数 計 167004 的中 �� 6532（8番人気）�� 5700（9番人気）�� 11380（2番人気）
3連複票数 計 394488 的中 ��� 11348（6番人気）
3連単票数 計 605712 的中 ��� 2491（47番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．8―35．7―47．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブミークン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カリズマティック デビュー 2014．6．22 函館5着

2012．3．24生 牡2栗 母 オ ボ ロ ヅ キ 母母 アイチェックユー 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ラブミークン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戒告。（被害馬：1番）

タイセイボニータ号の騎手藤岡康太は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・11番）
※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 ケイアイトレジャー号
（非抽選馬） 1頭 カツカモ号

20026 7月12日 晴 稍重 （26函館2）第3日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時25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

711 シュンドルボン 牝3青鹿54 三浦 皇成�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 480＋ 61：47．5 2．5�
44 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 474± 01：47．6� 17．8�
710 キ ナ ウ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488－ 41：47．7� 9．5�
813 パラディドル 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 434－ 81：47．8� 41．3�
69 チュチュモーヴ 牝3青 54 菱田 裕二窪田 康志氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424－ 81：48．01� 40．8	
22 パイストロピカル 牝3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 438± 01：48．1� 27．7

11 トーセンパピー 牝3黒鹿54 吉田 隼人島川 �哉氏 中川 公成 新冠 秋田牧場 444－ 21：48．2� 8．0�
56 ピ ア ー ノ 牝3鹿 54 松田 大作�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 472－ 61：48．62� 201．5
33 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 452＋ 6 〃 ハナ 2．3�
57 グレイトフル 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 524＋ 61：49．45 43．6�

812 チェリージュビレ 牝3鹿 54 横山 和生近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 434＋101：51．6大差 32．8�
68 ハッピーベリー 牝3鹿 54 中谷 雄太岩﨑 僖澄氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 456－ 81：55．2大差 299．9�

（12頭）
45 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 480＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 14，135，100円 複勝： 23，786，100円 枠連： 8，462，200円
馬連： 26，198，400円 馬単： 19，666，300円 ワイド： 14，465，800円
3連複： 33，984，300円 3連単： 58，313，600円 計： 199，011，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 310円 � 240円 枠 連（4－7） 840円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 610円 �� 360円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 5，770円 3 連 単 ��� 22，440円

票 数

単勝票数 差引計 141351（返還計 5375） 的中 � 43904（2番人気）
複勝票数 差引計 237861（返還計 9738） 的中 � 80665（1番人気）� 13883（5番人気）� 19931（4番人気）
枠連票数 差引計 84622（返還計 497） 的中 （4－7） 7738（2番人気）
馬連票数 差引計 261984（返還計 28590） 的中 �� 9034（8番人気）
馬単票数 差引計 196663（返還計 19577） 的中 �� 4584（13番人気）
ワイド票数 差引計 144658（返還計 17278） 的中 �� 6114（7番人気）�� 11149（3番人気）�� 1358（23番人気）
3連複票数 差引計 339843（返還計 75914） 的中 ��� 4415（18番人気）
3連単票数 差引計 583136（返還計127988） 的中 ��� 1884（66番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．3―42．2―55．8―1：08．6―1：21．4―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュンドルボン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．2．10 東京3着

2011．1．20生 牝3青鹿 母 ネイチャーガイド 母母 ホワイトウォーターレディ 6戦1勝 賞金 10，450，000円
〔競走除外〕 タガノラプランセス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔四肢挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タガノラプランセス号は，平成26年7月13日から平成26年8月11日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月12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。
（非抽選馬） 2頭 キャンティユッキ号・ケンブリッジハーツ号

第２回 函館競馬 第３日



20027 7月12日 晴 良 （26函館2）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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

713 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 446＋ 21：09．8 12．1�
36 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± 0 〃 クビ 18．3�
611 マコトシニョーラ 牝3鹿 54 藤田 伸二�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 404＋ 21：09．9� 4．6�
11 オートクレール 牝3栗 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 420± 01：10．0クビ 6．7�
35 セクシイガール 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 464＋10 〃 クビ 7．1�
815 ファインシュシュ 牝3青鹿54 横山 和生井山 登氏 的場 均 浦河 駿河牧場 434－ 21：10．32 47．2	
714 ディールフロー 牡3鹿 56 岩田 康誠有限会社シルク尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 41：10．5� 3．1

510 ストームボーイ 牡3鹿 56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 2 〃 ハナ 25．7�
47 サンバレッスン 牝3栗 54 水口 優也�下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 482± 01：10．6� 23．4
23 ホッコーホウオウ 牡3栗 56 松田 大作矢部 道晃氏 西浦 勝一 大樹 大樹ファーム 448＋ 21：10．7� 26．7�
24 テイエムトッピモン 牡3鹿 56 田中 博康竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 460± 0 〃 クビ 48．3�
612 エントラール 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476－ 21：10．91� 78．5�

48 ブラッキーカフェ 牡3鹿 56 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 新冠 浜口牧場 444－ 61：11．1� 135．8�
12 ケンブリッジクイン 牝3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 414± 01：11．2� 126．0�

59 ダンスールクレール �3鹿 56 藤岡 康太有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 478－ 21：11．3� 12．0�
816 ウインマティーニ 牡3鹿 56 菱田 裕二�ウイン 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 462＋ 61：11．61� 58．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，997，400円 複勝： 24，204，400円 枠連： 8，118，000円
馬連： 28，443，200円 馬単： 17，503，200円 ワイド： 16，266，000円
3連複： 39，445，500円 3連単： 55，452，500円 計： 206，430，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 300円 � 450円 � 170円 枠 連（3－7） 690円

馬 連 �� 7，960円 馬 単 �� 16，680円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 870円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 11，440円 3 連 単 ��� 103，340円

票 数

単勝票数 計 169974 的中 � 11189（6番人気）
複勝票数 計 242044 的中 � 19764（5番人気）� 11761（6番人気）� 44867（2番人気）
枠連票数 計 81180 的中 （3－7） 8998（2番人気）
馬連票数 計 284432 的中 �� 2769（26番人気）
馬単票数 計 175032 的中 �� 787（54番人気）
ワイド票数 計 162660 的中 �� 1430（28番人気）�� 4990（8番人気）�� 2729（16番人気）
3連複票数 計 394455 的中 ��� 2585（33番人気）
3連単票数 計 554525 的中 ��� 389（297番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．3―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．4―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルバクシン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．12．7 阪神8着

2011．2．28生 牡3鹿 母 マサノメジャー 母母 ピサノメジャール 4戦1勝 賞金 5，060，000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 エストスマイル号・クールゴッホ号

20028 7月12日 晴 稍重 （26函館2）第3日 第4競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走11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

67 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 466± 0 59．6 31．1�
33 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 464＋ 2 59．7� 1．8�
68 ア ジ ャ ー ニ 牝3鹿 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋10 〃 ハナ 10．3�
55 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 454＋ 2 59．8� 5．4�
22 タイセイデザイア 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか 前川 正美 496± 01：00．33 47．1�
56 トラストエルフ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹菅波 雅巳氏 尾関 知人 新冠 松浦牧場 448＋ 21：00．51� 52．7�
11 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 436－ 4 〃 クビ 82．0	
710 ヴェアリアスハート 牡3鹿 56 荻野 琢真小林 秀樹氏 梅田 智之 浦河 村中牧場 470＋ 11：00．81� 122．1

79 タマモテンカラット 牝3栗 54 丸山 元気タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 470－ 41：01．01 9．4�
44 キャラメルソング 牡3芦 56 勝浦 正樹�ビリオンスター水野 貴広 千歳 社台ファーム 466± 01：01．21� 37．8
811 フクノグングニル 牡3鹿 56 松岡 正海福島 祐子氏 小島 茂之 青森 長谷地 義正 518－ 41：01．3� 4．9�
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812 ナガラブルボン 牡3鹿 56 四位 洋文長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，436，600円 複勝： 33，968，400円 枠連： 6，252，600円
馬連： 28，956，300円 馬単： 22，012，800円 ワイド： 15，937，600円
3連複： 35，820，100円 3連単： 74，406，000円 計： 237，790，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，110円 複 勝 � 490円 � 110円 � 220円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 6，900円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，030円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 44，320円

票 数

単勝票数 計 204366 的中 � 5254（6番人気）
複勝票数 計 339684 的中 � 8229（8番人気）� 181456（1番人気）� 23247（5番人気）
枠連票数 計 62526 的中 （3－6） 7499（4番人気）
馬連票数 計 289563 的中 �� 12116（5番人気）
馬単票数 計 220128 的中 �� 2392（25番人気）
ワイド票数 計 159376 的中 �� 4889（11番人気）�� 1869（20番人気）�� 10918（4番人気）
3連複票数 計 358201 的中 ��� 5662（18番人気）
3連単票数 計 744060 的中 ��� 1217（140番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―34．9―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイカプリス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．11．16 京都9着

2011．3．21生 牝3鹿 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー 6戦1勝 賞金 4，600，000円
〔出走取消〕 ナガラブルボン号は，疾病〔右前腕部蹴傷〕のため出走取消。
〔発走状況〕 キョウエイカプリス号は，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 アップルシェア号・キレイナオヒメサマ号・サンファーゴ号



20029 7月12日 晴 良 （26函館2）第3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

24 アクティブミノル 牡2黒鹿54 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 476 ―1：09．8 9．2�
12 マコトグナイゼナウ 牡2青鹿54 藤岡 康太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 432 ―1：10．65 3．2�
713 ハーティタイトル 牝2芦 54 岩田 康誠 �フジワラ・ファーム 石毛 善彦 新ひだか 森 俊雄 464 ― 〃 アタマ 22．6�
11 プリンセスルビー 牝2青鹿 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 秋場牧場 404 ―1：10．92 66．7�
714 イ キ オ イ 牡2鹿 54 横山 和生西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 432 ― 〃 クビ 14．6	
35 バイオンディップス 牡2黒鹿54 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 486 ―1：11．32� 5．5

47 ペイシャオブロー 牡2鹿 54 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 490 ―1：11．51	 104．9�
816 ダ ン ヴ ィ ル 牡2鹿 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448 ―1：11．82 58．0�
612 パレスヘイロー 牡2黒鹿54 秋山真一郎西村 豊氏 加藤 敬二 新ひだか 有限会社石川牧場 466 ―1：11．9クビ 36．7
59 ペイシャアロハ 牡2鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 492 ―1：12．0
 101．1�
36 エスティエッキー 牝2黒鹿54 松岡 正海 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 450 ―1：12．1
 45．1�
48 ロードチャレンジ 牡2栃栗 54

51 ▲小崎 綾也 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 418 ― 〃 ハナ 29．6�
23 アルボルデヴィダ 牝2鹿 54 池添 謙一泉 一郎氏 飯田 祐史 浦河 高野牧場 478 ―1：12．2クビ 6．9�
815 サイレンスラヴ 牝2鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 460 ―1：12．73 14．8�
611 デンコウコハク 牝2栗 54 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 440 ―1：13．12� 5．8�
510 クリエイトアゲン 牝2鹿 54 藤田 伸二浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 454 ―1：13．95 45．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，301，100円 複勝： 26，293，500円 枠連： 12，135，300円
馬連： 29，781，200円 馬単： 19，031，900円 ワイド： 17，256，200円
3連複： 40，273，800円 3連単： 59，909，400円 計： 222，982，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 270円 � 150円 � 480円 枠 連（1－2） 740円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 3，760円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 16，660円 3 連 単 ��� 87，740円

票 数

単勝票数 計 183011 的中 � 15912（5番人気）
複勝票数 計 262935 的中 � 23624（5番人気）� 57039（1番人気）� 11207（8番人気）
枠連票数 計 121353 的中 （1－2） 12665（1番人気）
馬連票数 計 297812 的中 �� 8906（9番人気）
馬単票数 計 190319 的中 �� 2610（19番人気）
ワイド票数 計 172562 的中 �� 4338（9番人気）�� 1145（47番人気）�� 3514（14番人気）
3連複票数 計 402738 的中 ��� 1813（52番人気）
3連単票数 計 599094 的中 ��� 495（289番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―46．5―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．9
3 ・（4，13）（1，11，14）（7，3）（2，6，15）（5，8，12）16－9－10 4 4，13（1，14）7（2，11）3（5，6）（8，12，15）16－9＝10

勝馬の
紹 介

アクティブミノル �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2012．4．7生 牡2黒鹿 母 ピエナアマゾン 母母 ロイヤルリフ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリエイトアゲン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月12日まで平地競

走に出走できない。

20030 7月12日 雨 良 （26函館2）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45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

711 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 472－ 21：49．1 2．9�
813 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 466＋ 6 〃 クビ 6．4�
45 ワ ル ガ キ 牡3鹿 56 藤岡 康太大塚 亮一氏 笹田 和秀 浦河 杵臼牧場 464－ 8 〃 ハナ 35．9�
33 カワキタアロー 牡3青鹿56 横山 和生川島 吉男氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 444＋ 21：49．41� 8．3�
610� アイリッシュギフト 牡3鹿 56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 英 Christopher &
Annabelle Mason B506－ 41：49．5クビ 43．0	

22 メイショウダンロ 牡3黒鹿 56
53 ▲小崎 綾也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 434－ 2 〃 クビ 11．0


58 スギノピクシー 牝3栗 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 松田 博資 浦河 桑田牧場 406 ―1：49．92	 6．8�
712 ゴールドクラウス 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 468± 01：50．0� 182．9�
69 ラ ス テ ラ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 468＋ 41：50．1	 9．2
57 ダンシングウインド 牡3鹿 56 菱田 裕二三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 476－ 41：50．95 85．2�
11 ポ ル ナ ー ダ 牡3栗 56 菅原 隆一吉田 照哉氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム B454＋12 〃 ハナ 236．0�
814 シップウハヤト 牡3鹿 56 田中 博康平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 448－ 41：51．0	 119．0�
46 サムデイオーラム 牡3青鹿56 藤田 伸二�ジェイアール 岩戸 孝樹 新ひだか 曾我 博 468± 01：51．21
 43．8�
34 ジャストヴィークル 牡3鹿 56 吉田 隼人大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 504－ 81：51．51� 5．4�
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売 得 金
単勝： 16，286，300円 複勝： 23，355，700円 枠連： 7，365，900円
馬連： 25，064，500円 馬単： 14，937，600円 ワイド： 14，039，400円
3連複： 32，740，000円 3連単： 50，451，600円 計： 184，241，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 220円 � 840円 枠 連（7－8） 810円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，710円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 11，250円 3 連 単 ��� 43，540円

票 数

単勝票数 計 162863 的中 � 44924（1番人気）
複勝票数 計 233557 的中 � 46556（1番人気）� 28640（3番人気）� 5348（9番人気）
枠連票数 計 73659 的中 （7－8） 7045（2番人気）
馬連票数 計 250645 的中 �� 20611（1番人気）
馬単票数 計 149376 的中 �� 6803（1番人気）
ワイド票数 計 140394 的中 �� 11124（1番人気）�� 1245（24番人気）�� 910（30番人気）
3連複票数 計 327400 的中 ��� 2181（35番人気）
3連単票数 計 504516 的中 ��� 840（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．8―47．9―1：00．1―1：12．3―1：24．4―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
10－（2，9）－（6，12）（3，11，13）7，1，14，5，4，8
10（2，9）（3，11，12）（5，13）－（7，6，4）－（8，14）1

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

勝馬の
紹 介

クリノダイコクテン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シエイデイハイツ デビュー 2013．11．9 京都6着

2011．3．8生 牡3栃栗 母 メガミゲラン 母母 モガミゲラン 13戦1勝 賞金 12，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモソラフネ号・フェンガリ号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンアトラス号



20031 7月12日 晴 稍重 （26函館2）第3日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分（番組第9競走を順序変更） （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 ア ピ シ ウ ス 牡3青鹿54 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 498± 01：46．0 1．8�
77 ファイブタブレット 牡4栗 57 三浦 皇成 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B482± 01：46．21� 4．4�
44 オ ル ド リ ン 牡3黒鹿54 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 440－ 41：46．73 6．5�
55 サンクフルネス 牡5青 57 丸田 恭介小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 466－ 21：46．8� 12．9�
66 パッシングブリーズ 牡3鹿 54 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468± 01：46．9� 5．0�
11 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 486－101：47．11� 19．3	
33 テ ッ シ ン 牡4青鹿 57

54 ▲井上 敏樹益田 修一氏 中野 栄治 日高 野島牧場 450＋ 71：48．48 139．5

（7頭）

売 得 金
単勝： 19，011，600円 複勝： 18，490，600円 枠連： 発売なし
馬連： 24，655，600円 馬単： 20，910，400円 ワイド： 11，914，000円
3連複： 29，314，700円 3連単： 90，365，500円 計： 214，662，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 190円 �� 230円 �� 330円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 1，850円

票 数

単勝票数 計 190116 的中 � 81988（1番人気）
複勝票数 計 184906 的中 � 68831（1番人気）� 33055（3番人気）
馬連票数 計 246556 的中 �� 49056（1番人気）
馬単票数 計 209104 的中 �� 25869（1番人気）
ワイド票数 計 119140 的中 �� 17820（1番人気）�� 12826（2番人気）�� 8106（7番人気）
3連複票数 計 293147 的中 ��� 34162（2番人気）
3連単票数 計 903655 的中 ��� 35353（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．8―31．4―44．4―57．1―1：09．3―1：21．3―1：33．3

コーナー
通過順位

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

2
4
2，7，1，4，5（3，6）
2，7－（1，6）4，5－3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ピ シ ウ ス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2013．6．9 東京15着

2011．2．10生 牡3青鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ 4戦2勝 賞金 11，900，000円
〔制裁〕 オルドリン号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：5番）
※出走取消馬 ケープオブホープ号（疾病〔感冒〕のため）

20032 7月12日 晴 良 （26函館2）第3日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 エーシングルーオン 牡5栗 57
54 ▲城戸 義政�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 470＋ 42：00．7 19．6�

55 ヴァルコイネン 牡3芦 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 456－ 62：00．91� 5．7�
89 ドラゴンレジェンド 牡4栗 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 クビ 4．2�
22 ハギノサキガチ 牡4鹿 57 池添 謙一日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 02：01．0	 5．1�
11 メイショウビザン 牝3栗 52

49 ▲小崎 綾也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486± 02：01．21� 3．1�
44 ディーエスタイド 牡4黒鹿57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 502± 02：01．51
 8．4	
88 ブリリアントダンス 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 488± 02：01．92	 9．8

77 クールジョーカー 牡3黒鹿54 菱田 裕二小林 久義氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 444－ 2 〃 クビ 45．6�
33 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 B486－ 62：04．1大差 29．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 19，469，000円 複勝： 24，778，200円 枠連： 6，252，100円
馬連： 27，566，500円 馬単： 19，303，300円 ワイド： 15，630，400円
3連複： 36，139，400円 3連単： 75，111，700円 計： 224，250，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 390円 � 190円 � 180円 枠 連（5－6） 6，750円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 14，890円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，470円 �� 540円

3 連 複 ��� 7，040円 3 連 単 ��� 71，840円

票 数

単勝票数 計 194690 的中 � 7917（7番人気）
複勝票数 計 247782 的中 � 13404（7番人気）� 35719（4番人気）� 40376（3番人気）
枠連票数 計 62521 的中 （5－6） 717（20番人気）
馬連票数 計 275665 的中 �� 3902（22番人気）
馬単票数 計 193033 的中 �� 972（53番人気）
ワイド票数 計 156304 的中 �� 2588（19番人気）�� 2648（18番人気）�� 7904（7番人気）
3連複票数 計 361394 的中 ��� 3849（31番人気）
3連単票数 計 751117 的中 ��� 758（277番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．7―12．1―12．3―12．6―12．7―12．2―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―34．9―47．0―59．3―1：11．9―1：24．6―1：36．8―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシングルーオン 
�
父 アグネスタキオン 

�
母父 キャロルハウス デビュー 2012．1．14 小倉1着

2009．4．30生 牡5栗 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ 13戦2勝 賞金 19，758，000円



20033 7月12日 晴 稍重 （26函館2）第3日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分（番組第7競走を順序変更） （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，300，000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

78 タ プ ロ ー ム 牝4鹿 55 柴山 雄一清水 敏氏 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 510＋101：45．3 8．4�
33 � ホッコーアムール 牝4青 55 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 456－141：45．4� 20．9�
79 ハヤブサペコチャン 牝4栗 55 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462＋ 61：46．78 1．8�
810 シ ナ ー ラ 牝4鹿 55 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 430＋ 61：46．9� 30．3�
55 � アルティメイトラブ 牝5黒鹿55 黛 弘人 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 480＋ 8 〃 ハナ 11．7	
11 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 468－ 21：47．0� 115．2

66 モンシュシュ 牝4鹿 55 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 506＋ 41：47．31� 4．5�
67 ホワイトアルバム 牝6芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 528＋ 41：47．61� 23．6�
22 スヴァラッシー 牝3青鹿 52

49 ▲城戸 義政吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 444＋ 41：48．55 9．0
811 マーメイドティアラ 牝5鹿 55 藤岡 康太下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 436＋ 81：49．35 97．4�
44 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± 0 〃 クビ 29．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 17，901，500円 複勝： 34，950，200円 枠連： 8，146，200円
馬連： 30，897，200円 馬単： 23，148，400円 ワイド： 17，210，500円
3連複： 40，777，800円 3連単： 90，780，500円 計： 263，812，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 190円 � 320円 � 110円 枠 連（3－7） 1，160円

馬 連 �� 6，550円 馬 単 �� 12，260円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 300円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 30，740円

票 数

単勝票数 計 179015 的中 � 17039（3番人気）
複勝票数 計 349502 的中 � 28717（3番人気）� 13359（6番人気）� 183839（1番人気）
枠連票数 計 81462 的中 （3－7） 5409（5番人気）
馬連票数 計 308972 的中 �� 3651（17番人気）
馬単票数 計 231484 的中 �� 1416（34番人気）
ワイド票数 計 172105 的中 �� 2565（17番人気）�� 16455（2番人気）�� 7684（6番人気）
3連複票数 計 407778 的中 ��� 12440（8番人気）
3連単票数 計 907805 的中 ��� 2141（98番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．1―13．1―13．1―11．9―12．1―12．1―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．9―43．0―56．1―1：08．0―1：20．1―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タ プ ロ ー ム �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．6．17 福島3着

2010．5．5生 牝4鹿 母 サンデーワールド 母母 シャドーワールド 22戦3勝 賞金 23，860，000円
［他本会外：1戦0勝］

20034 7月12日 晴 良 （26函館2）第3日 第10競走 ��
��1，200�

し も き た は ん と う

下 北 半 島 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 500，000
500，000

円
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

1：08．0
1：06．5

良
良

810 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 532＋ 21：09．3 3．3�
78 � 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 460± 01：09．93	 54．5�
22 マラムデール 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 438＋10 〃 クビ 2．5�
33 シ ュ ウ ギ ン 牝4鹿 55 黛 弘人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 440－ 2 〃 ハナ 50．2�
11 サ ン シ カ ゴ 牡3栗 54 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 460－ 41：10．0	 10．2�
55 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 428－ 4 〃 同着 8．7	
66 クリノチョモランマ 牡4青鹿57 村田 一誠栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 512－ 41：10．21
 6．8

77 � エーデルシュタイン 牝5黒鹿55 N．ローウィラー 岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 478－161：10．3	 18．2�

（豪）

89 トラストフェアリー 牝3栗 52 藤岡 康太菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 424－ 41：10．61� 91．5�
44 ビアンコカンドーレ 牝3芦 52 四位 洋文吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438－ 61：10．81	 10．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，541，900円 複勝： 36，248，000円 枠連： 9，347，800円
馬連： 50，142，800円 馬単： 34，586，800円 ワイド： 24，161，900円
3連複： 62，111，000円 3連単： 129，654，500円 計： 372，794，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 700円 � 140円 枠 連（7－8） 1，690円

馬 連 �� 6，950円 馬 単 �� 9，920円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 260円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 41，740円

票 数

単勝票数 計 265419 的中 � 63138（2番人気）
複勝票数 計 362480 的中 � 79708（2番人気）� 8208（8番人気）� 81533（1番人気）
枠連票数 計 93478 的中 （7－8） 4262（9番人気）
馬連票数 計 501428 的中 �� 5587（22番人気）
馬単票数 計 345868 的中 �� 2613（38番人気）
ワイド票数 計 241619 的中 �� 2625（23番人気）�� 28805（1番人気）�� 2598（24番人気）
3連複票数 計 621110 的中 ��� 8235（23番人気）
3連単票数 計1296545 的中 ��� 2252（153番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．6―11．6―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．1―46．7―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツクバジャパン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2013．6．16 函館2着

2011．1．15生 牡3芦 母 ウェディングバレー 母母 Dime Queen 8戦2勝 賞金 22，308，000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。



20035 7月12日 晴 良 （26函館2）第3日 第11競走
五稜郭築造150年記念

��
��1，800�

ごりょうかく

五稜郭ステークス
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

22 フラアンジェリコ 牡6栗 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 506± 01：47．5 14．3�
710� サクラボールド 牡7栗 57 勝浦 正樹�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 476－101：47．6	 18．0�
67 レッドセシリア 牝4鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 430＋ 2 〃 アタマ 2．6�
55 エアアンセム 牡3黒鹿54 松田 大作 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 488＋14 〃 クビ 4．7�
33 ダイシンブラック 牡5鹿 57 池添 謙一大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 496± 01：47．81
 8．8	
79 � シベリアンスパーブ 牡5鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 500＋ 4 〃 クビ 16．1

44 � メイショウインロウ 牡5栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 532＋ 8 〃 ハナ 34．3�
56 ホーカーテンペスト 牡5栗 57 四位 洋文 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B502＋ 61：48．11	 4．5�
68 ツルミプラチナム 牡7黒鹿57 津村 明秀�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 484＋ 41：48．31
 55．3
812 マイネヒメル 牝5栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 484＋101：48．61	 11．7�
11 � マヤノクレド 牡6鹿 57 藤岡 康太田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B512＋ 41：48．92 141．7�
811 スマートリバティー 牡6鹿 57 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 450－ 41：49．22 132．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，682，500円 複勝： 62，493，300円 枠連： 25，824，700円
馬連： 132，865，100円 馬単： 69，071，400円 ワイド： 53，954，900円
3連複： 172，687，600円 3連単： 309，644，400円 計： 867，223，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 280円 � 340円 � 140円 枠 連（2－7） 4，080円

馬 連 �� 9，210円 馬 単 �� 18，990円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 620円 �� 740円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 68，650円

票 数

単勝票数 計 406825 的中 � 22737（6番人気）
複勝票数 計 624933 的中 � 48614（5番人気）� 37025（7番人気）� 165022（1番人気）
枠連票数 計 258247 的中 （2－7） 4903（14番人気）
馬連票数 計1328651 的中 �� 11173（30番人気）
馬単票数 計 690714 的中 �� 2727（60番人気）
ワイド票数 計 539549 的中 �� 5944（30番人気）�� 23369（5番人気）�� 18900（8番人気）
3連複票数 計1726876 的中 ��� 19636（26番人気）
3連単票数 計3096444 的中 ��� 3270（239番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．1―12．2―12．2―12．2―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．0―47．1―59．3―1：11．5―1：23．7―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
1－（3，12）4（2，11）（5，9，10）－7，8，6
1，3，12（4，11）（2，5）－（10，9）－7，8，6

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

勝馬の
紹 介

フラアンジェリコ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2010．12．18 阪神3着

2008．5．24生 牡6栗 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール 31戦5勝 賞金 90，610，000円
〔制裁〕 エアアンセム号の騎手松田大作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成26年7月19日から平成26年7月

27日まで騎乗停止。（被害馬：9番・7番・6番）

20036 7月12日 晴 稍重 （26函館2）第3日 第12競走 ��
��1，700�

お し ま

渡 島 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 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

710 ミッキースマホ 牡4栗 57 三浦 皇成野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 470－ 21：44．6 2．7�
33 ダイリュウキセキ 牝3黒鹿52 小林 徹弥大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 450＋ 4 〃 クビ 22．1�
56 ソルモンターレ 牡8鹿 57 荻野 琢真�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B478＋ 21：44．7� 19．0�
68 マイネルマルシェ 牡7黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 458± 01：45．12� 23．8�
57 ピグマリオン 牡5鹿 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 2 〃 ハナ 40．9	
22 トニーポケット 牡5鹿 57 松田 大作藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 476＋ 41：45．3	 65．8

711 アテンファースト 牡4栗 57 池添 謙一玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 480－ 6 〃 クビ 3．1�
813 スノーモンキー 牡4鹿 57 丸山 元気石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 452＋ 41：45．51
 4．7�
45 ブルーメリディアン 牝5黒鹿55 小崎 綾也 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 450－ 61：45．71 124．5
11 アーサーバローズ 牡5栗 57 勝浦 正樹猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 478＋101：46．76 38．0�
69 レッドグランザ 牡5鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 武 牧場 508－ 21：47．33� 10．3�
44 � シ ャ ラ ク 牡3鹿 54 木幡 初広林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 496－ 81：47．62 42．1�
812 ヤマニンファラオ 牡5栗 57 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 490－ 21：49．210 43．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，211，800円 複勝： 53，402，600円 枠連： 23，205，400円
馬連： 86，117，900円 馬単： 48，522，800円 ワイド： 39，456，100円
3連複： 110，580，400円 3連単： 203，225，900円 計： 599，722，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 440円 � 320円 枠 連（3－7） 2，030円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 830円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 10，660円 3 連 単 ��� 42，330円

票 数

単勝票数 計 352118 的中 � 102915（1番人気）
複勝票数 計 534026 的中 � 161648（1番人気）� 23242（6番人気）� 34647（5番人気）
枠連票数 計 232054 的中 （3－7） 8817（7番人気）
馬連票数 計 861179 的中 �� 19591（10番人気）
馬単票数 計 485228 的中 �� 7106（13番人気）
ワイド票数 計 394561 的中 �� 8738（10番人気）�� 12675（7番人気）�� 3452（26番人気）
3連複票数 計1105804 的中 ��� 7779（31番人気）
3連単票数 計2032259 的中 ��� 3480（113番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．5―29．3―42．1―55．0―1：07．5―1：20．0―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキースマホ �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．2．10 京都12着

2010．2．8生 牡4栗 母 サトルスマイル 母母 サトルチェンジ 11戦4勝 賞金 49，514，000円
〔制裁〕 マイネルマルシェ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



（26函館2）第3日 7月12日（土曜日） 晴一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 143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

180，290，000円
7，300，000円
1，220，000円
15，810，000円
52，247，000円
3，692，000円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
260，505，100円
390，061，300円
122，393，200円
517，770，900円
327，801，100円
256，993，200円
673，323，400円
1，257，886，800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 3，806，735，000円

総入場人員 4，060名 （有料入場人員 3，464名）
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