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20037 7月13日 曇 良 （26函館2）第4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

33 オープンザウェイ 牡2栗 54 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 448± 01：11．1 1．5�
22 ネ ミ ッ サ 牝2青鹿54 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 412± 0 〃 ハナ 6．1�
77 ミトノゴールド 牡2栗 54 秋山真一郎ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 480－ 61：11．2� 22．3�
11 ペパーミント 牝2鹿 54 古川 吉洋山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 いとう牧場 424－ 41：11．3� 7．5�
78 マコトカンパネッロ 牝2栗 54 津村 明秀�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 418± 01：11．51� 7．4�
66 シーキングザライト 牡2鹿 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 上原 博之 清水 小野瀬 晃司 454－ 81：11．71� 40．8	
44 ガールズライン 牝2芦 54 小林 徹弥吉永 清美氏 目野 哲也 新ひだか 松本牧場 468＋ 61：12．65 10．7

55 ブレイクダンサー 牝2鹿 54 吉田 隼人安原 浩司氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 426－ 61：13．02� 56．9�
810 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 B452－ 21：13．21 258．5
89 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 480＋ 21：18．9大差 90．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，998，000円 複勝： 44，912，700円 枠連： 5，602，800円
馬連： 26，370，600円 馬単： 21，956，000円 ワイド： 16，098，700円
3連複： 37，140，400円 3連単： 84，734，700円 計： 251，813，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 250円 枠 連（2－3） 370円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 400円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 4，200円

票 数

単勝票数 計 149980 的中 � 75200（1番人気）
複勝票数 計 449127 的中 � 317233（1番人気）� 31594（2番人気）� 13220（6番人気）
枠連票数 計 56028 的中 （2－3） 11466（1番人気）
馬連票数 計 263706 的中 �� 51677（1番人気）
馬単票数 計 219560 的中 �� 31174（1番人気）
ワイド票数 計 160987 的中 �� 26135（1番人気）�� 9706（5番人気）�� 2867（14番人気）
3連複票数 計 371404 的中 ��� 15659（5番人気）
3連単票数 計 847347 的中 ��� 14600（10番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―46．3―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．6
3 2（4，5，6）1（7，8）3＝10＝9 4 2（1，4，6）（3，7，8）5＝10＝9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オープンザウェイ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2014．6．29 函館2着

2012．3．3生 牡2栗 母 ヨ ウ ヨ ウ 母母 フィジーガール 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 オープンザウェイ号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャピュア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月13日まで平地競

走に出走できない。

20038 7月13日 曇 稍重 （26函館2）第4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）

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

812 オンワードハンター 牡3鹿 56
53 ▲小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 454－ 41：46．7 9．0�

44 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 B460＋ 41：48．08 4．7�

57 スズカルーブル 牡3鹿 56
53 ▲長岡 禎仁永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 468＋ 2 〃 アタマ 6．3�

711 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 460－ 21：48．1� 8．2�
22 ミキノブルーグラス 牡3鹿 56 津村 明秀谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 福岡 清 490± 01：48．31� 53．5�
11 テイクトゥモロー 牡3鹿 56 横山 和生窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 470＋ 2 〃 クビ 47．7�
69 タイセイオーシャン 牡3鹿 56 勝浦 正樹田中 成奉氏 伊藤 大士 森 笹川大晃牧場 480± 01：48．4� 131．6	
68 ミュゼエクスプレス �3栗 56 柴山 雄一髙橋 仁氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 B474＋ 2 〃 クビ 18．7

813 シ ッ プ ウ �3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 478＋ 4 〃 ハナ 7．8�

33 ハヤブサマジック 牡3鹿 56 吉田 隼人武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 488－ 4 〃 アタマ 13．0

45 セントコロナ 牡3栗 56 藤田 伸二 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：49．03� 4．0�
56 トーセンローツェ 牝3鹿 54 丹内 祐次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 454－10 〃 アタマ 256．2�
710 ビューロクラート 牡3鹿 56 四位 洋文有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468± 01：50．9大差 10．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，903，200円 複勝： 23，234，600円 枠連： 8，337，300円
馬連： 27，062，100円 馬単： 16，483，900円 ワイド： 15，663，800円
3連複： 39，394，900円 3連単： 56，467，700円 計： 200，547，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 340円 � 170円 � 230円 枠 連（4－8） 530円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 680円 �� 900円 �� 480円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 37，490円

票 数

単勝票数 計 139032 的中 � 12299（6番人気）
複勝票数 計 232346 的中 � 15001（8番人気）� 42283（1番人気）� 25513（4番人気）
枠連票数 計 83373 的中 （4－8） 12002（2番人気）
馬連票数 計 270621 的中 �� 7916（11番人気）
馬単票数 計 164839 的中 �� 1887（33番人気）
ワイド票数 計 156638 的中 �� 5827（8番人気）�� 4321（11番人気）�� 8679（3番人気）
3連複票数 計 393949 的中 ��� 6189（15番人気）
3連単票数 計 564677 的中 ��� 1092（137番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．4―42．0―54．8―1：07．4―1：20．1―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オンワードハンター �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2014．2．1 京都3着

2011．3．4生 牡3鹿 母 オンワードイイデス 母母 イイデスワン 7戦1勝 賞金 7，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サカジロハンサム号

第２回 函館競馬 第４日



20039 7月13日 曇 良 （26函館2）第4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

11 プラチナブロンド 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 428－ 61：09．2 4．3�
59 モアアンドモア 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 438－ 21：09．51� 9．2�
36 ドスコイサーファー 牡3鹿 56 丸山 元気稻井田安史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 21：09．71 13．8�
612� サウンドターゲット 牡3鹿 56 四位 洋文増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 466－ 81：09．8� 25．8�
24 ベストコレクション 牝3栗 54 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 446＋12 〃 ハナ 18．0�
48 アイノデンドウシ 牡3鹿 56 岩田 康誠國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 406＋ 2 〃 クビ 4．4	
816 ハ ナ フ ブ キ 牝3黒鹿54 吉田 隼人幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 414－ 6 〃 同着 7．4

510 エタニティタイム 牝3栗 54 横山 和生福島 祐子氏 的場 均 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436－ 21：10．12 42．1�
713� シャンテクレール 牝3鹿 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 小笠 倫弘 英 Jean－Pierr

e Deroubaix 422＋ 41：10．41� 36．0
23 サ オ ト メ 牝3鹿 54 松田 大作一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 浦河日成牧場 426± 0 〃 クビ 4．6�
12 メサージュマロン 牝3栗 54 菱田 裕二村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 小河 豊水 450＋ 4 〃 ハナ 155．2�
35 メイショウソフィア 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 436± 01：10．71� 62．0�
47 フクノトリアイナ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政福島 祐子氏 小野 次郎 平取 協栄組合 480＋ 21：11．12	 24．5�
714 ブランシェトワール 牝3芦 54 丸田 恭介村山 卓也氏 鈴木 伸尋 むかわ 市川牧場 446＋ 61：11．95 23．3�
611 チャンピオンパラオ 牡3芦 56 村田 一誠坪野谷和平氏 柄崎 孝 浦河 アイオイファーム 436－ 81：12．43 90．8�
815 グレースザワールド 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 472 ―1：12．5	 269．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，157，100円 複勝： 30，260，900円 枠連： 8，328，900円
馬連： 35，211，500円 馬単： 20，428，300円 ワイド： 19，730，900円
3連複： 49，890，100円 3連単： 73，092，900円 計： 256，100，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 280円 � 430円 枠 連（1－5） 1，550円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，260円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 9，730円 3 連 単 ��� 29，680円

票 数

単勝票数 計 191571 的中 � 35034（1番人気）
複勝票数 計 302609 的中 � 47709（2番人気）� 27638（5番人気）� 15714（7番人気）
枠連票数 計 83289 的中 （1－5） 4159（7番人気）
馬連票数 計 352115 的中 �� 16371（4番人気）
馬単票数 計 204283 的中 �� 5640（7番人気）
ワイド票数 計 197309 的中 �� 5857（8番人気）�� 4028（11番人気）�� 2289（22番人気）
3連複票数 計 498901 的中 ��� 3844（27番人気）
3連単票数 計 730929 的中 ��� 1785（76番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．1―11．6―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．0―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラチナブロンド �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．3．29 中京2着

2011．4．5生 牝3黒鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔制裁〕 メイショウソフィア号の騎手小崎綾也は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・11番・14番）

アイノデンドウシ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔その他〕 チャンピオンパラオ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレースザワールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月13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 クリノツネチャン号・シャノンラン号

20040 7月13日 曇 稍重 （26函館2）第4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

45 ワイルドコットン 牡3栗 56 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 496－101：48．2 1．5�
57 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± 01：48．73 3．9�
22 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 B522＋ 81：49．02 6．2�
813 トワノトップガン 牝3栗 54 柴山 雄一永田 清男氏 土田 稔 新ひだか 三石橋本牧場 444＋ 41：49．1� 111．0�
68 � サウンドシャカラカ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Edition Farm B464－ 41：49．41� 38．1�
812 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 472－ 41：49．5クビ 29．2	
56 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－ 21：49．81� 25．5

69 ロワサーブル 牡3栗 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490± 01：50．12 26．7�
44 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 462± 01：50．52	 125．0
710 ジューンブライトン 牡3鹿 56 荻野 琢真吉川 潤氏 今野 貞一 日高 正和山本牧場 B456＋ 21：50．6	 80．5�
11 キラノカリスマ 牡3鹿 56 田中 博康畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 420＋ 61：50．7クビ 68．3�
33 リムーブアゲン 牡3青鹿 56

53 ▲井上 敏樹浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 484± 01：50．91	 90．3�

711 リベレイショニスト 牡3栗 56 四位 洋文 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 462＋ 41：53．1大差 49．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，427，000円 複勝： 60，409，400円 枠連： 8，046，000円
馬連： 27，548，900円 馬単： 27，376，500円 ワイド： 17，155，400円
3連複： 41，712，100円 3連単： 93，516，800円 計： 295，192，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（4－5） 240円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 150円 �� 150円 �� 290円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 1，020円

票 数

単勝票数 計 194270 的中 � 97448（1番人気）
複勝票数 計 604094 的中 � 442228（1番人気）� 44445（3番人気）� 44847（2番人気）
枠連票数 計 80460 的中 （4－5） 25017（1番人気）
馬連票数 計 275489 的中 �� 66805（1番人気）
馬単票数 計 273765 的中 �� 47072（1番人気）
ワイド票数 計 171554 的中 �� 30600（2番人気）�� 32233（1番人気）�� 11734（3番人気）
3連複票数 計 417121 的中 ��� 90753（1番人気）
3連単票数 計 935168 的中 ��� 65886（1番人気）

ハロンタイム 7．0―11．7―12．8―13．6―13．6―13．1―12．4―11．9―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．7―31．5―45．1―58．7―1：11．8―1：24．2―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイルドコットン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2013．9．8 中山2着

2011．2．4生 牡3栗 母 ブライダルブーケ 母母 グローリーティアラ 5戦1勝 賞金 11，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アスカノゲルニカ号・ゴールデンキャット号・トラウム号



20041 7月13日 曇 良 （26函館2）第4日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時10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
1：57．8
1：56．1

良
良

510 ビレッジソング 牝3鹿 54
51 ▲城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 422± 02：02．3 49．7�

23 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 422－ 22：02．4� 13．4�
24 パラプリュイ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 436＋ 6 〃 ハナ 28．7�
59 ニシノチャステティ 牝3栗 54 松岡 正海西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 452＋ 4 〃 ハナ 7．3�
36 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 474＋ 6 〃 クビ 4．0�
816 ペイグラブル 牝3栗 54 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大久保洋吉 日高 白井牧場 458＋ 42：02．61� 144．3	
713 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 456－ 22：02．7� 98．3

12 セイウンコレット 牝3黒鹿54 横山 和生西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム B468＋ 2 〃 クビ 13．0�
47 エアマチュール 牝3青鹿54 松田 大作 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454＋ 22：02．8クビ 4．7�
815 マルーンドロップ 牝3栗 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 42：02．9� 3．4
714 ピアノフィニッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹松田 整二氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 410＋12 〃 クビ 48．6�
612 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 450± 02：03．11� 32．8�
11 ケ レ ス 牝3黒鹿54 小林 徹弥杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 オリエント牧場 436＋ 82：03．2� 36．9�
48 グローバルシップ 牝3栗 54 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 434－122：03．52 66．6�
611 ラブオールウェイ 牝3鹿 54 丸田 恭介栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 412＋ 22：03．6� 66．6�
35 アドマイヤラブ 牝3鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 448－ 82：04．66 28．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，362，800円 複勝： 32，921，300円 枠連： 10，008，600円
馬連： 33，369，400円 馬単： 20，769，800円 ワイド： 21，703，400円
3連複： 47，497，300円 3連単： 71，823，800円 計： 257，456，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，970円 複 勝 � 1，740円 � 440円 � 760円 枠 連（2－5） 2，420円

馬 連 �� 24，140円 馬 単 �� 57，260円

ワ イ ド �� 7，810円 �� 12，110円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 138，070円 3 連 単 ��� 839，870円

票 数

単勝票数 計 193628 的中 � 3114（12番人気）
複勝票数 計 329213 的中 � 4675（12番人気）� 21491（5番人気）� 11417（7番人気）
枠連票数 計 100086 的中 （2－5） 3193（11番人気）
馬連票数 計 333694 的中 �� 1071（55番人気）
馬単票数 計 207698 的中 �� 272（116番人気）
ワイド票数 計 217034 的中 �� 716（57番人気）�� 460（73番人気）�� 1495（36番人気）
3連複票数 計 474973 的中 ��� 258（244番人気）
3連単票数 計 718238 的中 ��� 62（1387番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―35．4―47．6―1：00．3―1：12．9―1：25．3―1：37．7―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．0
1
3
2，10，5，15（1，4）（3，16）8，9，12（13，14）（6，7）－11
2，10（5，15）（4，16，8）（1，3）（12，14）（13，9）（6，7）－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビレッジソング �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．11．3 東京6着

2011．3．11生 牝3鹿 母 ナムラメロディー 母母 ケイジヨイナー 6戦1勝 賞金 4，600，000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 コスモトレント号

20042 7月13日 曇 良 （26函館2）第4日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走12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

11 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± 0 59．1 5．2�
79 キープレイヤー 牝3青鹿 52

49 ▲小崎 綾也下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 508＋10 59．2� 6．5�

811 ミシックトウショウ 牝6鹿 55 横山 和生トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452＋ 6 〃 クビ 65．2�
812� ナリタアルテミス 牝4栗 55 田中 博康�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 492＋ 5 59．3クビ 7．2�
710 ニシノラピート 牝3栗 52 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 476＋ 6 〃 クビ 3．9�
44 ディオレサンス 牝3栗 52 三浦 皇成�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 4 〃 アタマ 11．7	
33 コスモピンチョス 牡3栗 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 長浜 秀昭 488＋ 61：00．04 3．1�
22 シゲルウシュウ 牡3栗 54 松岡 正海森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 468＋ 61：00．1� 49．6�
55 ロードメビウス 牡3鹿 54 吉田 隼人 �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 488± 01：00．2クビ 26．0
68 � シュヴァルベ 牡3栗 54 柴山 雄一ケンレーシング組合 土田 稔 日高 北田 剛 420＋18 〃 ハナ 143．1�
56 ミ チ シ ル ベ 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 444－ 41：00．51� 54．7�
67 バ ン ビ ア イ 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁北所 直人氏 大江原 哲 新ひだか 嶋田牧場 446－101：00．6� 69．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，443，600円 複勝： 24，441，800円 枠連： 7，425，000円
馬連： 32，247，900円 馬単： 19，537，400円 ワイド： 17，556，900円
3連複： 40，726，700円 3連単： 70，165，300円 計： 234，544，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 220円 � 1，060円 枠 連（1－7） 760円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 820円 �� 4，520円 �� 5，400円

3 連 複 ��� 34，430円 3 連 単 ��� 152，760円

票 数

単勝票数 計 224436 的中 � 34397（3番人気）
複勝票数 計 244418 的中 � 32130（3番人気）� 31420（4番人気）� 4754（11番人気）
枠連票数 計 74250 的中 （1－7） 7543（2番人気）
馬連票数 計 322479 的中 �� 10377（10番人気）
馬単票数 計 195374 的中 �� 3359（18番人気）
ワイド票数 計 175569 的中 �� 5819（9番人気）�� 976（38番人気）�� 814（43番人気）
3連複票数 計 407267 的中 ��� 887（87番人気）
3連単票数 計 701653 的中 ��� 333（418番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．6―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスハビット �
�
父 アグネスワールド �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2011．11．12 京都1着

2009．4．9生 牡5黒鹿 母 アグネスマジカル 母母 ブレッシング 21戦3勝 賞金 48，514，000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 キシュウレパード号・タマモエスカルゴ号



20043 7月13日 曇 良 （26函館2）第4日 第7競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走13時10分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000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 ヒミノオオタカ 牡4鹿 57 岩田 康誠佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 482－ 41：46．5 11．0�

33 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 476＋ 21：47．24 1．9�
67 ショウナンガッチャ 牡3栗 54 勝浦 正樹国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 484＋ 61：47．3クビ 11．7�
11 デビルズハーツ 牡4鹿 57 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 488± 01：47．4� 5．2�
810	 レッドジェラルド 牡4鹿 57 松田 大作 �東京ホースレーシング 橋田 満 千歳 社台ファーム 488－121：47．5� 21．3�
55 マミーテイラー 牝3鹿 52 中谷 雄太 	キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490± 01：48．13� 24．8

44 	 チャンピオンホーク 牡5栗 57

54 ▲城戸 義政坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 川上 悦夫 468± 0 〃 ハナ 23．8�
78 リアルエンブレム 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 	サンデーレーシング 久保田貴士 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520－ 6 〃 クビ 12．4�

66 スマートマーチ 牝4鹿 55
52 ▲小崎 綾也大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 442－ 21：48．31� 37．4

79 キネオメジャー 
3栗 54 村田 一誠吉田 千津氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B460－ 41：48．51� 8．5�
811 キ マ モ リ 牡4黒鹿57 津村 明秀諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 462－ 4 （競走中止） 35．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，008，500円 複勝： 25，449，600円 枠連： 8，839，500円
馬連： 29，673，700円 馬単： 23，320，200円 ワイド： 17，375，100円
3連複： 39，448，700円 3連単： 79，614，700円 計： 242，730，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 200円 � 120円 � 260円 枠 連（2－3） 1，110円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，270円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 23，170円

票 数

単勝票数 計 190085 的中 � 13807（4番人気）
複勝票数 計 254496 的中 � 27319（3番人気）� 76378（1番人気）� 19085（5番人気）
枠連票数 計 88395 的中 （2－3） 6141（4番人気）
馬連票数 計 296737 的中 �� 20008（3番人気）
馬単票数 計 233202 的中 �� 5627（9番人気）
ワイド票数 計 173751 的中 �� 12952（2番人気）�� 3153（15番人気）�� 11405（4番人気）
3連複票数 計 394487 的中 ��� 8653（11番人気）
3連単票数 計 796147 的中 ��� 2491（63番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―12．2―13．2―12．8―11．7―12．6―13．2―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―29．7―42．9―55．7―1：07．4―1：20．0―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F39．1
1
3
8，4－9，11（2，5）10，6－7－3，1・（8，7）－4（2，11）9，3（5，10，1）6

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

勝馬の
紹 介

ヒミノオオタカ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Opening Verse デビュー 2013．2．16 京都5着

2010．1．21生 牡4鹿 母 デアリングヴァース 母母 Power Bidder 15戦2勝 賞金 20，050，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔競走中止〕 キマモリ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

20044 7月13日 曇 良 （26函館2）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・右）

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

24 ラインハート 牝3鹿 52 岩田 康誠 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B454＋101：09．6 4．3�
35 サクセスフィリア 牝3鹿 52 津村 明秀髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 444＋ 61：09．7� 30．0�
47 ファインスマッシュ 牝4鹿 55 荻野 琢真�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 450＋ 41：09．91� 37．7�
59 スマートエビデンス 牡3鹿 54

51 ▲小崎 綾也大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 496－ 21：10．0� 9．7�
510 チェリーペトルズ 牝4鹿 55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 472＋ 2 〃 アタマ 34．4	
23 ニ シ ノ ニ カ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 476＋ 8 〃 アタマ 5．1

815 サクラエルカミーノ 牡3鹿 54 三浦 皇成�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 464－ 2 〃 クビ 23．5�
816 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 472＋ 21：10．1クビ 17．5
713 グ ラ ン ツ 牡3黒鹿54 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 4 〃 クビ 20．9�
12 トーホウジュリア 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 442＋ 41：10．2クビ 40．8�
48 ヒカルカミヒコーキ 牡3鹿 54 菱田 裕二髙橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 守矢牧場 492－ 6 〃 クビ 3．7�
36 クールジョジョ 牝3黒鹿52 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 436＋ 4 〃 ハナ 24．1�
612 マーセブナカヤマ 牡3鹿 54 松田 大作�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 534－ 4 〃 アタマ 17．3�
11 クリノイザナミ 牝3青 52 吉田 隼人栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 416＋ 41：10．3� 41．6�
714 シャインシュラーク 牡3栗 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド 458－ 61：10．4� 14．4�
611 レ フ ア 牝4鹿 55 横山 和生桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 B460＋ 81：10．71� 155．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，518，100円 複勝： 28，547，300円 枠連： 12，734，600円
馬連： 38，863，200円 馬単： 21，537，400円 ワイド： 20，164，100円
3連複： 52，670，600円 3連単： 78，667，200円 計： 273，702，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 220円 � 470円 � 870円 枠 連（2－3） 1，660円

馬 連 �� 8，340円 馬 単 �� 13，440円

ワ イ ド �� 2，650円 �� 2，930円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 47，880円 3 連 単 ��� 227，220円

票 数

単勝票数 計 205181 的中 � 37563（2番人気）
複勝票数 計 285473 的中 � 41926（3番人気）� 14852（7番人気）� 7380（12番人気）
枠連票数 計 127346 的中 （2－3） 5910（7番人気）
馬連票数 計 388632 的中 �� 3608（33番人気）
馬単票数 計 215374 的中 �� 1201（53番人気）
ワイド票数 計 201641 的中 �� 1972（30番人気）�� 1783（34番人気）�� 789（74番人気）
3連複票数 計 526706 的中 ��� 825（169番人気）
3連単票数 計 786672 的中 ��� 251（815番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインハート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．6．30 中京3着

2011．1．23生 牝3鹿 母 チ ェ ル カ 母母 ウエスタンワールド 7戦2勝 賞金 17，900，000円
〔制裁〕 ニシノニカ号の騎手勝浦正樹は，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：1番）
※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 シシャモオージ号



20045 7月13日 曇 良 （26函館2）第4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）

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
1：46．0
1：43．9

良
良

44 ディオジェーヌ 牝4鹿 55 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：48．3 3．0�
78 インナーアージ 牝4鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 444＋ 4 〃 ハナ 5．9�
66 ナイトブルーミング 牝4芦 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 446－ 21：48．83 4．0�
11 イルミナティ 牝4鹿 55 黛 弘人ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 478＋ 21：49．11� 9．9�
22 ゴールデンファレノ 牝4栗 55 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 450＋36 〃 クビ 32．8�
79 テーオーヴィーナス 牝5鹿 55 四位 洋文小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 432＋ 81：49．2クビ 6．4	
33 クラシックマーク 牝3栗 52 横山 和生小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 438＋ 81：49．51� 81．7

810 ピ ュ ク シ ス 牝4青 55

52 ▲小崎 綾也 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476＋16 〃 クビ 20．4�
811 スマートルピナス 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 462＋121：49．6クビ 27．7�
55 ジョウテンオリーヴ 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 498－141：51．9大差 121．4
67 セトノフラッパー 牝4栗 55 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 438＋ 81：52．85 8．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，151，100円 複勝： 29，622，500円 枠連： 11，761，900円
馬連： 39，685，600円 馬単： 26，779，400円 ワイド： 20，407，700円
3連複： 52，273，000円 3連単： 102，822，600円 計： 303，503，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 160円 � 130円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 330円 �� 270円 �� 350円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 4，820円

票 数

単勝票数 計 201511 的中 � 52273（1番人気）
複勝票数 計 296225 的中 � 62764（1番人気）� 42838（3番人気）� 60325（2番人気）
枠連票数 計 117619 的中 （4－7） 16422（3番人気）
馬連票数 計 396856 的中 �� 31485（2番人気）
馬単票数 計 267794 的中 �� 12208（3番人気）
ワイド票数 計 204077 的中 �� 15204（2番人気）�� 20531（1番人気）�� 14262（3番人気）
3連複票数 計 522730 的中 ��� 40746（1番人気）
3連単票数 計1028226 的中 ��� 15449（3番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―12．0―12．2―12．2―12．1―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―35．7―47．9―1：00．1―1：12．2―1：24．2―1：36．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディオジェーヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sinndar デビュー 2012．12．22 阪神7着

2010．5．1生 牝4鹿 母 フォーシンズ 母母 Four Roses 15戦3勝 賞金 34，164，000円
〔制裁〕 ジョウテンオリーヴ号の騎手長岡禎仁は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金20，000円。
〔その他〕 セトノフラッパー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

20046 7月13日 曇 良 （26函館2）第4日 第10競走 ��
��2，600�

ほっかい

北海ハンデキャップ
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．7．6以降26．7．6まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：39．4
2：37．3

良
良

810 ラブラドライト �5鹿 55 池添 謙一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋142：39．5 4．7�
66 フィルハーマジック 牝6鹿 51 丸田 恭介�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 466＋ 2 〃 ハナ 31．6�
22 ランフォージン 牡5黒鹿54 菱田 裕二 �社台レースホース高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋122：39．82 15．9�
78 エアポートメサ 牡6栗 54 秋山真一郎新木 鈴子氏 高橋 亮 日高 ナカノファーム 454＋ 2 〃 クビ 20．8�
55 セ ミ ニ ョ ン 牝6鹿 52 津村 明秀伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 480－ 62：39．9� 20．3�
33 テイエムダイパワー 牡4栗 57 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 484－ 42：40．11� 2．6	
79 アドマイヤネアルコ 牡6芦 55 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 486＋ 6 〃 ハナ 15．7

44 ヤマイチパートナー 牡4栗 56 藤田 伸二坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 496± 02：40．42 7．3�
11 アウトオブシャドウ 牡4栗 55 岩田 康誠飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464＋ 42：41．35 4．3�
67 	 サクラキングオー 牡8栗 53 四位 洋文さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 492－ 42：41．72� 39．4�
811 ネオヴェリーブル �7鹿 53 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 02：44．4大差 54．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，559，100円 複勝： 39，146，500円 枠連： 13，548，800円
馬連： 63，532，000円 馬単： 35，541，900円 ワイド： 27，617，400円
3連複： 77，102，800円 3連単： 142，993，100円 計： 425，041，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 700円 � 350円 枠 連（6－8） 3，570円

馬 連 �� 7，570円 馬 単 �� 11，720円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 1，300円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 23，680円 3 連 単 ��� 125，050円

票 数

単勝票数 計 255591 的中 � 43450（3番人気）
複勝票数 計 391465 的中 � 60472（3番人気）� 12420（9番人気）� 28569（5番人気）
枠連票数 計 135488 的中 （6－8） 2941（13番人気）
馬連票数 計 635320 的中 �� 6496（24番人気）
馬単票数 計 355419 的中 �� 2273（42番人気）
ワイド票数 計 276174 的中 �� 3590（22番人気）�� 5574（15番人気）�� 1792（41番人気）
3連複票数 計 771028 的中 ��� 2442（76番人気）
3連単票数 計1429931 的中 ��� 829（385番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．0―12．1―12．2―12．3―12．4―12．5―12．3―12．3―12．1―12．3―12．6

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�
12．8―24．4―36．4―48．5―1：00．7―1：13．0―1：25．4―1：37．9―1：50．2―2：02．5―2：14．6―2：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．3―3F37．0
1
�
3－9－10－5，6，1，4－2，7，8，11
3（9，5）（10，6）－（1，4）（8，2）（7，11）

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

勝馬の
紹 介

ラブラドライト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．6．17 阪神16着

2009．5．15生 �5鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 13戦4勝 賞金 65，425，000円
〔制裁〕 フィルハーマジック号の騎手丸田恭介は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について過怠金

10，000円。
※出走取消馬 トーセンワープ号（疾病〔感冒〕のため）



20047 7月13日 曇 良 （26函館2）第4日 第11競走 ��
��1，700�マリーンステークス

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，25．7．6以降26．7．6まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000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

22 ロイヤルクレスト 牡6栃栗56．5 古川 吉洋�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 522＋ 21：43．4 3．2�
56 サ ン ビ ス タ 牝5黒鹿53 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 472＋ 51：43．5� 5．1�
11 ツクバコガネオー �6栗 54 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 528＋ 21：43．71	 11．7�
57 ジョウノボヘミアン 牡8鹿 53 菱田 裕二小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 B498＋ 21：43．91	 70．6�
813 エーシンモアオバー 牡8鹿 58 藤田 伸二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 514－ 31：44．0クビ 7．1	
45 クリールパッション 牡9鹿 54 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B480＋ 4 〃 クビ 39．2

33 フリートストリート 牡5芦 57 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 41：44．42	 8．3�
710 グランプリブラッド 牡5鹿 55 松田 大作北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：44．5クビ 13．6�
44 
 イッシンドウタイ 牡5鹿 55 丸山 元気�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 510－ 4 〃 アタマ 18．0
711 ジ ャ ン ナ 牡6鹿 53 丸田 恭介前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 490＋ 41：44．71� 61．2�
812
 ヒルノマドリード 牡5黒鹿54 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 �川 啓一 B506－101：45．55 21．6�
68 リアライズキボンヌ 牝5鹿 52 松岡 正海工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 456－ 21：46．45 53．7�
69 サトノプライマシー 牡5鹿 55 N．ローウィラー 里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 526－ 41：46．82	 6．3�

（豪）

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，607，400円 複勝： 73，189，200円 枠連： 31，359，200円
馬連： 168，631，700円 馬単： 82，293，800円 ワイド： 60，958，200円
3連複： 229，958，500円 3連単： 388，299，000円 計： 1，080，297，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 180円 � 270円 枠 連（2－5） 1，190円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 460円 �� 670円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 15，640円

票 数

単勝票数 計 456074 的中 � 111138（1番人気）
複勝票数 計 731892 的中 � 132330（1番人気）� 106960（3番人気）� 58715（6番人気）
枠連票数 計 313592 的中 （2－5） 20410（3番人気）
馬連票数 計1686317 的中 �� 104946（2番人気）
馬単票数 計 822938 的中 �� 27212（3番人気）
ワイド票数 計 609582 的中 �� 35895（1番人気）�� 23025（6番人気）�� 16539（10番人気）
3連複票数 計2299585 的中 ��� 48026（9番人気）
3連単票数 計3882990 的中 ��� 17991（28番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．0―12．4―12．3―11．7―12．3―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．7―42．1―54．4―1：06．1―1：18．4―1：30．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．3
1
3
13（3，9，12）（2，10）4，7，6，11，5（1，8）
2，13（3，12，4）10（6，9）（5，7）（11，1）－8

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルクレスト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．2．12 東京2着

2008．2．14生 牡6栃栗 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ 22戦7勝 賞金 124，485，000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 ビウイッチアス号・フィールドシャイン号
※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。

20048 7月13日 曇 良 （26函館2）第4日 第12競走 ��
��1，200�道新スポーツ杯

発走16時05分 （芝・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

道新スポーツ賞（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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

67 エ ポ ワ ス �6鹿 57 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478－ 41：10．3 3．0�
78 アンチュラス 牝5鹿 55 三浦 皇成�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 450－ 41：10．72	 5．7�
44 
 カディーシャ 牝5栗 55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 422± 01：10．91� 17．5�
811 ヤマニンボンプアン 牝6鹿 55 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 490± 0 〃 ハナ 30．9�
11 コンサートレディ 牝5鹿 55 丸田 恭介平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 474± 01：11．0	 7．7�
79 タンブルブルータス 牡5鹿 57 岩田 康誠ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 494± 0 〃 ハナ 8．6	
66 フ ィ リ ラ 牝5栗 55 古川 吉洋 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 474＋ 2 〃 クビ 13．7

33 ベストブルーム 牡7鹿 57 菱田 裕二横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム B460－ 21：11．1	 48．6�
22 ストークアンドレイ 牝4芦 55 藤田 伸二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 482－ 81：11．31� 3．5�
810 パープルタイヨー 牡8鹿 57 小林 徹弥中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 442± 01：11．51� 94．4
55 ウォーターサムデイ 牡8鹿 57 N．ローウィラー 山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 480＋ 4 〃 クビ 37．2�

（豪）

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，894，400円 複勝： 53，437，300円 枠連： 19，623，800円
馬連： 87，909，600円 馬単： 50，783，800円 ワイド： 37，110，100円
3連複： 107，232，800円 3連単： 221，140，700円 計： 614，132，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 190円 � 290円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 400円 �� 740円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 13，450円

票 数

単勝票数 計 368944 的中 � 96811（1番人気）
複勝票数 計 534373 的中 � 131524（1番人気）� 68415（3番人気）� 36525（6番人気）
枠連票数 計 196238 的中 （6－7） 32920（1番人気）
馬連票数 計 879096 的中 �� 71679（2番人気）
馬単票数 計 507838 的中 �� 24014（3番人気）
ワイド票数 計 371101 的中 �� 25941（2番人気）�� 12687（10番人気）�� 6922（16番人気）
3連複票数 計1072328 的中 ��� 20089（13番人気）
3連単票数 計2211407 的中 ��� 11918（41番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．0―11．7―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．9―47．6―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．4
3 11，7（4，8）6（1，3，9）（2，5）10 4 11，7（4，8）（6，9）1（3，5）2，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ ポ ワ ス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．4．2 阪神1着

2008．5．21生 �6鹿 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター 10戦4勝 賞金 44，748，000円
〔制裁〕 ヤマニンボンプアン号の騎手竹之下智昭は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番・5番）
※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。

３レース目



（26函館2）第4日 7月13日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 153頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

193，810，000円
2，080，000円
4，940，000円
1，160，000円
17，690，000円
56，409，000円
3，978，000円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
277，030，300円
465，573，100円
145，616，400円
610，106，200円
366，808，400円
291，541，700円
815，047，900円
1，463，338，500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 4，435，062，500円

総入場人員 6，102名 （有料入場人員 5，223名）
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