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20049 7月19日 曇 良 （26函館2）第5日 第1競走 ��
��1，800�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
1：51．2
1：45．9

良
良

811 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± 01：51．0レコード 4．4�

68 ナムラオツウ 牝2鹿 54 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 398－141：51．1� 6．7�
812 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 472－ 6 〃 ハナ 7．1�
710 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± 01：51．52� 3．2�
56 コスモデレガンス 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 41：51．6� 18．3	
11 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 460－ 2 〃 ハナ 53．6

55 フィールドリアン 牡2黒鹿54 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 464－121：51．81	 79．3�
33 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 466－ 61：51．9� 23．6�
67 サージェントバッジ 牡2黒鹿54 岩田 康誠大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476± 01：52．0� 4．1
44 シシャモショウグン 牡2鹿 54 藤岡 康太大野 満氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 440－ 81：52．21	 68．8�
79 トーセンアプローズ 牡2鹿 54 木幡 初広島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 61：52．41	 32．0�
22 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 472－ 61：54．4大差 48．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 12，762，300円 複勝： 27，178，400円 枠連： 6，767，800円
馬連： 25，555，600円 馬単： 16，923，800円 ワイド： 14，273，600円
3連複： 36，472，500円 3連単： 59，742，600円 計： 199，676，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 250円 � 190円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 870円 �� 510円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 27，000円

票 数

単勝票数 計 127623 的中 � 22968（3番人気）
複勝票数 計 271784 的中 � 53765（2番人気）� 23997（5番人気）� 36776（4番人気）
枠連票数 計 67678 的中 （6－8） 12379（2番人気）
馬連票数 計 255556 的中 �� 8457（10番人気）
馬単票数 計 169238 的中 �� 3363（17番人気）
ワイド票数 計 142736 的中 �� 4176（10番人気）�� 7544（6番人気）�� 2838（13番人気）
3連複票数 計 364725 的中 ��� 5153（17番人気）
3連単票数 計 597426 的中 ��� 1604（76番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．0―12．6―12．8―12．6―12．1―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．1―48．7―1：01．5―1：14．1―1：26．2―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルサクセサー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2014．7．6 函館3着

2012．4．14生 牡2栗 母 マイネジャーダ 母母 テクラヤティ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 サージェントバッジ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

20050 7月19日 曇 良 （26函館2）第5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

813 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 492－ 61：47．2 1．9�
812 アイリッシュハープ 牝3栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B444＋ 21：47．3� 7．9�
69 ノルウェーノモリ 牝3栗 54 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 日高 シンコーファーム 444＋ 81：48．57 32．3�
56 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± 01：48．7� 74．7�
44 チュチュモーヴ 牝3青 54

51 ▲小崎 綾也窪田 康志氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424± 01：49．02 19．5	
57 カネトシタシナミ 牝3鹿 54 藤岡 康太兼松 利男氏 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム 440－ 21：49．1クビ 4．2

22 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 478－ 21：49．63 15．3�
11 ゴールデンフェザー 牝3栗 54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 472＋ 21：49．7クビ 16．6�
711 ディアメドゥーサ 牝3栗 54 秋山真一郎髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 452± 01：49．91� 8．4
68 キョウワマロン 牝3栗 54 竹之下智昭�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 458± 01：50．21� 122．1�
45 ダンストゥゲザー 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹飯田 正剛氏 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 B434± 0 〃 ハナ 274．8�
710 モ ン シ ェ ル 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 畠山 吉宏 新ひだか カントリー牧場 400＋301：50．62� 168．7�

33 ブルーナイル 牝3鹿 54
51 ▲城戸 義政 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－141：52．9大差 72．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，491，700円 複勝： 55，740，100円 枠連： 6，588，600円
馬連： 28，456，400円 馬単： 20，323，300円 ワイド： 15，546，700円
3連複： 37，108，700円 3連単： 69，287，800円 計： 249，543，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 220円 � 400円 枠 連（8－8） 600円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 370円 �� 630円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 10，470円

票 数

単勝票数 計 164917 的中 � 68424（1番人気）
複勝票数 計 557401 的中 � 379872（1番人気）� 25821（4番人気）� 11647（8番人気）
枠連票数 計 65886 的中 （8－8） 8439（3番人気）
馬連票数 計 284564 的中 �� 30283（3番人気）
馬単票数 計 203233 的中 �� 14454（3番人気）
ワイド票数 計 155467 的中 �� 11638（3番人気）�� 6269（7番人気）�� 1292（28番人気）
3連複票数 計 371087 的中 ��� 6809（16番人気）
3連単票数 計 692878 的中 ��� 4794（32番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．1―12．6―12．7―12．6―12．7―12．8―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．3―42．9―55．6―1：08．2―1：20．9―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．0
1
3
11－3（2，8）（6，12）（1，13）4，10，5，9－7・（11，12，13）－8－6（3，9）（2，1）－4（10，7）5

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

勝馬の
紹 介

ノースファイヤー �
�
父 タイキファイヤー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2013．11．10 東京3着

2011．4．24生 牝3青鹿 母 タイキノワール 母母 タイキルビー 9戦1勝 賞金 16，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーナイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月19日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラブオールウェイ号

第２回 函館競馬 第５日



20051 7月19日 曇 良 （26函館2）第5日 第3競走 ��1，000�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
57．7
57．1

重
稍重

67 コートリーラッシュ 牝3黒鹿 54
51 ▲長岡 禎仁広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 442＋ 81：00．3 7．4�

812 ワンダーライツ 牝3黒鹿54 藤岡 康太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 458＋ 61：00．4� 13．2�
710 ブロンズテーラー 牝3青鹿 54

51 ▲城戸 義政中西 浩一氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 454± 01：00．61� 2．8�
79 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 420－ 41：01．23� 26．0�
55 メイショウヴェスタ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 438± 0 〃 クビ 103．4�
33 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 456－ 41：01．3� 18．6	
11 ウールーシュヴァル 牡3鹿 56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 432－ 21：01．4� 6．3

68 ゲ ラ ー デ 牡3鹿 56 黛 弘人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 浦河小林牧場 456＋ 21：01．5クビ 70．7�
22 ヤマニンキュルミネ 牡3芦 56

53 ▲小崎 綾也土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 460－ 21：01．71� 3．1�
811 ホッコーホウオウ 牡3栗 56 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 大樹 大樹ファーム B444－ 41：02．01� 14．8
56 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 466＋ 61：02．1� 53．1�
44 エストスマイル 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹橋川 欣司氏 本間 忍 青森 大西興産 512－ 21：03．16 101．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 14，579，600円 複勝： 20，376，600円 枠連： 6，110，700円
馬連： 24，134，800円 馬単： 15，775，800円 ワイド： 12，794，800円
3連複： 32，053，300円 3連単： 52，759，700円 計： 178，585，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 240円 � 130円 枠 連（6－8） 1，470円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 6，190円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 410円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 25，500円

票 数

単勝票数 計 145796 的中 � 15751（4番人気）
複勝票数 計 203766 的中 � 26966（4番人気）� 17830（5番人気）� 50537（1番人気）
枠連票数 計 61107 的中 （6－8） 3211（8番人気）
馬連票数 計 241348 的中 �� 4834（12番人気）
馬単票数 計 157758 的中 �� 1909（23番人気）
ワイド票数 計 127948 的中 �� 2596（13番人気）�� 8549（4番人気）�� 4539（8番人気）
3連複票数 計 320533 的中 ��� 6669（11番人気）
3連単票数 計 527597 的中 ��� 1500（82番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．8―47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F37．1
3 12（6，7，10）1－2（4，11）（3，5）－9，8 4 12（7，10）1，6，2－（3，11）（4，5）－（8，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コートリーラッシュ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．2．17 東京5着

2011．4．9生 牝3黒鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 5戦1勝 賞金 6，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トラストエルフ号

20052 7月19日 曇 良 （26函館2）第5日 第4競走 ��1，700�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
1：42．0
1：41．7

重
不良

44 ティーポイズン 牡3栗 56 藤岡 康太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 502＋ 21：47．1 4．2�
710 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 476－ 4 〃 クビ 12．2�
11 ホッコーゴウケン 牡3栗 56 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 新冠 平山牧場 B460－ 21：47．2� 11．4�
56 マイフリヴァ 牡3黒鹿56 N．ローウィラー 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B492－ 41：47．73 9．4�

（豪）

812 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± 01：47．8� 5．3	
22 トウショウエディタ 牡3鹿 56 柴田 善臣トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450－ 6 〃 ハナ 21．3

33 グリーンフラッシュ 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 沼田 照秋 534＋101：48．54 9．0�
68 アスカノゲルニカ 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁豊田 智郎氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442± 01：48．82 146．9�

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 460＋ 41：49．75 2．7
811 サカジロハンサム 牡3栗 56 古川 吉洋ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 前田 宗将 500－ 61：50．23 157．0�
67 ヤマカツサユリ 牝3鹿 54 池添 謙一山田 和夫氏 松元 茂樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 21：50．73 119．0�
55 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 B446＋ 41：50．91� 53．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，858，400円 複勝： 29，465，300円 枠連： 6，581，300円
馬連： 28，538，900円 馬単： 18，110，600円 ワイド： 15，569，900円
3連複： 36，880，900円 3連単： 60，553，500円 計： 212，558，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 220円 � 250円 枠 連（4－7） 610円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 860円 �� 750円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 35，400円

票 数

単勝票数 計 168584 的中 � 31418（2番人気）
複勝票数 計 294653 的中 � 45266（3番人気）� 33424（4番人気）� 28769（6番人気）
枠連票数 計 65813 的中 （4－7） 8248（2番人気）
馬連票数 計 285389 的中 �� 7044（15番人気）
馬単票数 計 181106 的中 �� 2555（25番人気）
ワイド票数 計 155699 的中 �� 4658（12番人気）�� 5404（9番人気）�� 2932（18番人気）
3連複票数 計 368809 的中 ��� 4075（26番人気）
3連単票数 計 605535 的中 ��� 1240（143番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．7―12．3―12．8―12．8―12．9―13．2―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．9―42．2―55．0―1：07．8―1：20．7―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3
6（4，5）－（1，10）（9，12）－8－11（3，7）－2
6－4（1，10）12（9，5）－8（3，11）（7，2）

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

勝馬の
紹 介

ティーポイズン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．22 阪神12着

2011．3．30生 牡3栗 母 ホシノメガミ 母母 ダイアナスキー 7戦1勝 賞金 11，150，000円
※出走取消馬 カンシャ号（疾病〔両後肢挫創〕のため）
※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 センノイギダー号
（非抽選馬） 1頭 ロワサーブル号
※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。



20053 7月19日 曇 良 （26函館2）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時15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

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 468＋ 21：09．9 11．3�
12 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 462－ 2 〃 クビ 5．3�
714 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 436－ 21：10．11� 14．4�
11 ラヴィングルック 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 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 444± 01：10．2	 32．1�

816 オートクレール 牝3栗 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 420± 01：10．3
 31．5�
611 エンジェルミディ 牝3栗 54 池添 謙一�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 494－10 〃 アタマ 2．5	
23 ビューティガッキ 牝3栗 54 柴田 善臣 M・

Kenichiホールディング� 小島 茂之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 434－ 2 〃 アタマ 77．1


59 クリノキングムーン 牡3黒鹿56 横山 和生栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 428－ 6 〃 アタマ 51．5�
48 ベルプラージュ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 446＋ 21：10．4クビ 5．7
713 シャノンラン 牝3栗 54 松岡 正海 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 474＋ 4 〃 クビ 101．9�
815 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± 01：10．5クビ 8．8�
47 カメレオンアミ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�和田牧場 和田 正道 新冠 武田 修一 442－ 61：10．71� 33．8�
510 ヨイチスノー 牝3黒鹿54 丹内 祐次加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 金成吉田牧場 432＋ 21：10．8	 236．8�
35 ファブラノヴァ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486± 0 〃 アタマ 18．7�
24 アロハエコモマイ 牝3黒鹿54 藤岡 康太名古屋友豊� 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム 488＋ 41：11．33 67．3�
36 � ノブシェンカー 牡3鹿 56 小林 徹弥前田 亘輝氏 森 秀行 米

R Gorham &
Mast Thor-
oughbreds LLC

492＋ 51：12．79 92．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，487，100円 複勝： 33，556，200円 枠連： 11，273，400円
馬連： 35，548，500円 馬単： 21，993，100円 ワイド： 22，335，000円
3連複： 48，862，800円 3連単： 73，735，900円 計： 267，792，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 300円 � 180円 � 340円 枠 連（1－6） 520円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 7，040円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 2，180円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 10，290円 3 連 単 ��� 63，180円

票 数

単勝票数 計 204871 的中 � 14427（5番人気）
複勝票数 計 335562 的中 � 26956（5番人気）� 58441（2番人気）� 22512（6番人気）
枠連票数 計 112734 的中 （1－6） 16779（1番人気）
馬連票数 計 355485 的中 �� 9112（9番人気）
馬単票数 計 219931 的中 �� 2343（25番人気）
ワイド票数 計 223350 的中 �� 5598（10番人気）�� 2576（25番人気）�� 5052（11番人気）
3連複票数 計 488628 的中 ��� 3558（33番人気）
3連単票数 計 737359 的中 ��� 846（190番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．7―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウンドターゲット �
�
父 Royal Applause �

�
母父 Fasliyev デビュー 2014．2．22 京都12着

2011．4．7生 牡3鹿 母 Fame Game 母母 Desert Ease 5戦1勝 賞金 5，790，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スカラブルー号
（非抽選馬） 1頭 クールゴッホ号

20054 7月19日 曇 良 （26函館2）第5日 第6競走 ��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

12 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 B436＋ 42：02．3 11．6�
（豪）

48 デルマシシマル 牡3青鹿56 秋山真一郎浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 464－ 42：02．51� 3．7�
611 ライトパープル 牡3鹿 56 藤田 伸二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 462－ 42：02．71� 4．2�
815 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 448＋ 4 〃 ハナ 13．6�
35 ケイクエスト 牡3栗 56 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 B496＋ 6 〃 ハナ 17．3	
713 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 424－ 42：02．91� 6．6

11 ウエスタンメグ 牝3黒鹿54 藤岡 康太西川 賢氏 藤岡 健一 新ひだか ウエスタンファーム 412＋ 8 〃 クビ 6．5�
36 ヤマニンボレアル 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 B490－ 22：03．0� 86．1�
47 ショウナンアトラス 牡3鹿 56 小牧 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 486－ 42：03．53 12．8
24 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± 02：03．71� 11．9�
714 フ ィ ラ ー レ 牡3黒鹿56 丸山 元気岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 土居 忠吉 446 ― 〃 ハナ 155．6�
510 コスモソラフネ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 450－ 42：03．8クビ 44．4�
612 フ ェ ン ガ リ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 6 〃 アタマ 173．8�
59 リバージャイアント 牡3栗 56 菅原 隆一河越 武治氏 作田 誠二 浦河 村下 貞憲 500－ 22：04．01 148．4�
23 サクラフェリシア 牝3栗 54 松岡 正海�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 474＋242：04．95 120．3�
816 リネンプルーフ �3栗 56

53 ▲長岡 禎仁戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 B482± 02：10．1大差 222．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，884，800円 複勝： 27，382，400円 枠連： 7，684，800円
馬連： 28，587，900円 馬単： 16，399，100円 ワイド： 16，447，900円
3連複： 38，623，800円 3連単： 56，241，400円 計： 208，252，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 300円 � 170円 � 160円 枠 連（1－4） 780円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，030円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 22，670円

票 数

単勝票数 計 168848 的中 � 11564（5番人気）
複勝票数 計 273824 的中 � 18760（7番人気）� 46737（2番人気）� 49756（1番人気）
枠連票数 計 76848 的中 （1－4） 7562（2番人気）
馬連票数 計 285879 的中 �� 11162（7番人気）
馬単票数 計 163991 的中 �� 2561（17番人気）
ワイド票数 計 164479 的中 �� 5163（8番人気）�� 3808（15番人気）�� 15063（1番人気）
3連複票数 計 386238 的中 ��� 9834（4番人気）
3連単票数 計 562414 的中 ��� 1798（58番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．7―12．5―12．7―12．6―12．4―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．3―47．8―1：00．5―1：13．1―1：25．5―1：37．7―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レインオーバー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．23 東京11着

2011．3．7生 �3青鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ 4戦1勝 賞金 4，600，000円
〔発走状況〕 プラチナジュエリー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンプルーフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月19日まで平地競

走に出走できない。
※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。



20055 7月19日 曇 良 （26函館2）第5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

11 � 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± 01：46．5 2．8�
44 � サクラテイオー 牡5青鹿57 藤岡 康太�谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 484＋141：46．92� 57．7�
33 ディアポジション 牡3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 470± 0 〃 クビ 7．5�
22 アイアムナチュラル 牡3鹿 54 藤田 伸二堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 498＋ 41：47．0� 19．0�
711 トゥヴァビエン 牡4黒鹿57 小林 徹弥玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 536＋ 21：47．63� 10．0�
45 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 484－ 4 〃 ハナ 5．6	
812� サンマルヴィエント 牡6栗 57 丸山 元気相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 486＋ 21：47．7クビ 98．6

56 ピースオブウィーク 牡4黒鹿 57

54 ▲小崎 綾也ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか 前川 正美 518－ 41：47．91� 10．8�
68 カ ト ラ ス 	4芦 57 岩田 康誠村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 468＋ 81：48．11� 4．7�
57 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 B472＋ 41：48．31 112．7
813 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± 01：48．4� 51．9�

710 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 486＋ 21：48．72 14．5�

69 トーアコナユキ 牝3芦 52 横山 和生高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 484＋ 81：49．44 84．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，498，500円 複勝： 25，498，600円 枠連： 7，373，700円
馬連： 31，870，800円 馬単： 18，713，900円 ワイド： 17，758，200円
3連複： 40，401，300円 3連単： 64，692，200円 計： 225，807，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 180円 � 760円 � 220円 枠 連（1－4） 730円

馬 連 �� 8，310円 馬 単 �� 12，180円

ワ イ ド �� 2，680円 �� 740円 �� 7，030円

3 連 複 ��� 27，120円 3 連 単 ��� 130，280円

票 数

単勝票数 計 194985 的中 � 54502（1番人気）
複勝票数 計 254986 的中 � 45563（2番人気）� 6673（9番人気）� 30753（4番人気）
枠連票数 計 73737 的中 （1－4） 7767（2番人気）
馬連票数 計 318708 的中 �� 2972（27番人気）
馬単票数 計 187139 的中 �� 1152（46番人気）
ワイド票数 計 177582 的中 �� 1671（27番人気）�� 6534（8番人気）�� 627（48番人気）
3連複票数 計 404013 的中 ��� 1117（78番人気）
3連単票数 計 646922 的中 ��� 360（384番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．0―12．4―12．2―12．4―12．7―12．9―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．2―42．6―54．8―1：07．2―1：19．9―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ホッコーアムール �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク

2010．6．2生 牝4青 母 ホッコーエクレール 母母 ホッコーシャープ 15戦1勝 賞金 16，090，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 アイアムナチュラル号は，枠入り不良。
※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 アーリーボーイ号・ミチシルベ号

20056 7月19日 曇 良 （26函館2）第5日 第8競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
57．1

重
稍重

55 � スーパースター 牝3栗 52 松岡 正海坪野谷和平氏 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 436＋ 4 59．1 16．8�
710 タマモエスカルゴ 牝3青鹿52 黛 弘人タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 458＋ 4 59．2	 85．7�
22 トウショウハマー 牡5栗 57 村田 一誠トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 582－ 2 59．73 61．3�
33 ジツリキフォーティ 牡5黒鹿57 古川 吉洋河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 502＋12 〃 ハナ 9．8�
67 モリトブイコール 
6栗 57 横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 486＋ 4 59．91� 7．4�
44 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 480－ 21：00．0クビ 20．8	
812 サンマルヴィグラス 牡4鹿 57 藤田 伸二相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 B500± 0 〃 クビ 2．7

56 デオヴォレンテ 牡5鹿 57 池添 謙一 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 494± 01：00．1� 9．0�
79 ミシックトウショウ 牝6鹿 55

52 ▲城戸 義政トウショウ産業� 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 448－ 41：00．2� 5．3�
811 サビーナクレスタ 
3鹿 54 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 472± 01：00．3	 9．1
68 ヒヅグータス 牝5鹿 55 柴山 雄一�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 470－ 61：00．4� 90．2�
11 � ブルーモントレー 牝4栗 55 菱田 裕二�須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC 472＋101：01．14 10．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，443，200円 複勝： 28，546，500円 枠連： 9，043，100円
馬連： 38，791，700円 馬単： 20，685，200円 ワイド： 16，936，100円
3連複： 41，352，100円 3連単： 66，875，900円 計： 240，673，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 470円 � 2，360円 � 1，130円 枠 連（5－7） 1，910円

馬 連 �� 63，960円 馬 単 �� 89，160円

ワ イ ド �� 15，530円 �� 5，570円 �� 26，080円

3 連 複 ��� 287，160円 3 連 単 ��� 1，616，160円

票 数

単勝票数 計 184432 的中 � 8779（8番人気）
複勝票数 計 285465 的中 � 17607（8番人気）� 3010（12番人気）� 6533（10番人気）
枠連票数 計 90431 的中 （5－7） 3661（9番人気）
馬連票数 計 387917 的中 �� 470（61番人気）
馬単票数 計 206852 的中 �� 174（118番人気）
ワイド票数 計 169361 的中 �� 281（62番人気）�� 790（45番人気）�� 167（65番人気）
3連複票数 計 413521 的中 ��� 108（210番人気）
3連単票数 計 668759 的中 ��� 30（1236番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．6―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 ・（5，10）12（2，1）9（3，7）（4，11）6，8 4 ・（5，10）12，2－（3，9）7，1（4，11）6，8

勝馬の
紹 介

�スーパースター �
�
父 デュランダル �

�
母父 Fusaichi Pegasus

2011．3．27生 牝3栗 母 ホットスウェル 母母 New Meaning 5戦1勝 賞金 8，400，000円
地方デビュー 2013．8．30 大井

※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 テイエムシシオー号



20057 7月19日 曇 良 （26函館2）第5日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

22 � マヤノカデンツァ 牡5栗 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 B478－ 41：47．0 13．3�
69 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 528－ 41：47．31� 13．1�
56 � タンスチョキン 牝4鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 476＋ 4 〃 クビ 20．0�
813 コスモソーク 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 546＋ 61：47．4� 6．1�
68 グランプレージョ 牡5鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 506＋18 〃 クビ 21．3�
33 � 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 524－ 6 〃 ハナ 19．4	
45 ショウナンガッチャ 牡3栗 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 480－ 41：47．72 5．5

710 エイシンヴァラー 牡3鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 490＋ 2 〃 ハナ 18．2�
44 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± 01：47．8クビ 22．1
812 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 534＋ 2 〃 クビ 3．7�
11 ラフェットデメール 牝3黒鹿 52

49 ▲小崎 綾也大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B454＋ 61：48．01	 5．4�
711 ダンディーライアン 牡3鹿 54 勝浦 正樹 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 田原橋本牧場 498＋ 21：48．63� 17．5�
57 ツクバインドラ 牡4鹿 57 黛 弘人吉橋 計氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 81：49．98 214．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，777，600円 複勝： 31，393，100円 枠連： 12，559，500円
馬連： 36，623，000円 馬単： 21，484，200円 ワイド： 19，891，900円
3連複： 49，744，600円 3連単： 78，934，400円 計： 272，408，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 360円 � 370円 � 430円 枠 連（2－6） 4，880円

馬 連 �� 6，550円 馬 単 �� 14，660円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 2，550円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 26，660円 3 連 単 ��� 152，200円

票 数

単勝票数 計 217776 的中 � 13084（6番人気）
複勝票数 計 313931 的中 � 23709（5番人気）� 22239（6番人気）� 18972（7番人気）
枠連票数 計 125595 的中 （2－6） 1992（18番人気）
馬連票数 計 366230 的中 �� 4331（32番人気）
馬単票数 計 214842 的中 �� 1099（73番人気）
ワイド票数 計 198919 的中 �� 2427（32番人気）�� 2002（36番人気）�� 2413（34番人気）
3連複票数 計 497446 的中 ��� 1399（111番人気）
3連単票数 計 789344 的中 ��� 376（683番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―13．0―13．2―12．7―12．0―12．3―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―31．0―44．2―56．9―1：08．9―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．1
1
3
12，13（1，10）11（3，8）－5（6，4，9）－（7，2）・（12，2）9（13，4）8（1，3）（10，11，5）6－7

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

勝馬の
紹 介

�マヤノカデンツァ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 スペシャルウィーク

2009．2．27生 牡5栗 母 サルトリーガール 母母 アイレスバリーヒル 29戦1勝 賞金 26，860，000円
初出走 JRA

20058 7月19日 曇 良 （26函館2）第5日 第10競走 ��
��2，600�

よ こ つ だ け

横 津 岳 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：39．4
2：37．3

良
良

710 イントレピッド 牡4鹿 57 藤岡 康太会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 462－ 22：41．4 10．7�
812 スマッシュスマイル �6栃栗57 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 492＋ 22：41．61 21．1�
44 マンノアクトレス 牝4鹿 55 秋山真一郎萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 428－ 2 〃 アタマ 12．8�
57 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 486＋ 4 〃 ハナ 6．2�
45 ゴッドフロアー 牝4鹿 55 四位 洋文広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 496－ 22：41．7	 11．6	
11 ス ト ー ク ス 牡3鹿 54 横山 和生�ジェイアール 黒岩 陽一 日高 北田 剛 462＋ 2 〃 ハナ 7．2

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

大原ファーム 452＋ 62：41．8	 116．7�
56 ギャングセブン 牡3栗 54 田中 博康 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 468＋ 42：42．01
 28．5�
69 チェイスザゴールド 牡4鹿 57 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 520－ 22：42．21	 2．4
33 カレンシュガーレイ 牡5鹿 57 柴山 雄一鈴木 隆司氏 奥村 武 日高 高柳 隆男 468± 02：42．52 30．4�
22 ストーンヘンジ 牡6鹿 57 黛 弘人 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 22：43．03 84．0�
711� セルリアンディンゴ 牡6黒鹿57 古川 吉洋�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 484＋ 22：43．21 13．8�
813 シーサイドバウンド 牡3芦 54 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 466＋102：43．62	 12．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，469，300円 複勝： 40，532，700円 枠連： 15，496，200円
馬連： 53，174，200円 馬単： 32，210，000円 ワイド： 27，669，800円
3連複： 72，526，300円 3連単： 124，051，700円 計： 391，130，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 320円 � 470円 � 460円 枠 連（7－8） 1，770円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 8，500円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，090円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 14，110円 3 連 単 ��� 83，350円

票 数

単勝票数 計 254693 的中 � 18985（4番人気）
複勝票数 計 405327 的中 � 34890（4番人気）� 21974（8番人気）� 22508（7番人気）
枠連票数 計 154962 的中 （7－8） 6764（10番人気）
馬連票数 計 531742 的中 �� 7305（24番人気）
馬単票数 計 322100 的中 �� 2842（32番人気）
ワイド票数 計 276698 的中 �� 4076（24番人気）�� 6697（11番人気）�� 2966（34番人気）
3連複票数 計 725263 的中 ��� 3853（52番人気）
3連単票数 計1240517 的中 ��� 1079（287番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．2―12．3―12．8―13．0―12．7―12．5―12．2―12．1―12．1―12．4―12．7

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―36．6―48．9―1：01．7―1：14．7―1：27．4―1：39．9―1：52．1―2：04．2―2：16．3―2：28．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イントレピッド �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．8．26 小倉9着

2010．5．12生 牡4鹿 母 ロッソペーガゾ 母母 レディアレグレット 15戦3勝 賞金 27，851，000円
〔制裁〕 ギャングセブン号の騎手田中博康は，1周目3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番・2番）



20059 7月19日 曇 良 （26函館2）第5日 第11競走 ��
��1，200�第46回函館2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

北海道知事賞（1着）
賞 品

本 賞 30，000，000円 12，000，000円 7，500，000円 4，500，000円 3，000，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：09．3
1：07．8

良
良

612 アクティブミノル 牡2黒鹿54 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 476± 01：10．2 8．5�
36 タケデンタイガー 牡2栗 54 津村 明秀武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 468＋121：10．41 57．3�
816 トウショウピスト 牡2鹿 54 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472＋ 61：10．5� 6．2�
24 トーセンラーク 牝2栗 54 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 474± 0 〃 クビ 75．9�
48 マイネルエスパス 牡2青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 474± 01：10．6クビ 2．0	
713 アンブリカル 牝2青鹿54 三浦 皇成上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 440－ 2 〃 クビ 19．2

35 キッズライトオン 牡2栗 54 菱田 裕二瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416＋ 21：10．7クビ 22．2�
59 クールホタルビ 牝2栗 54 小牧 太川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 422＋ 4 〃 アタマ 14．3�
12 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 462＋ 2 〃 ハナ 22．5
23 ス ル タ ー ナ 牝2鹿 54 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 456＋ 4 〃 ハナ 6．8�
815 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 446－ 8 〃 クビ 163．3�
47 マコトダッソー 牡2栗 54 勝浦 正樹�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 466－ 21：11．01� 35．8�
510� タケルオウジ 牡2芦 54 井上 俊彦森 保彦氏 林 和弘 日高 沖田牧場 478－ 4 〃 クビ 96．6�

（北海道） （北海道）

611 ディアタイガ 牡2栗 54 柴山 雄一ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 桑田フアーム 436＋ 81：11．21	 223．4�
714� ティーズアライズ 牝2栗 54 松井 伸也立山 伸二氏 小野 望 浦河 杵臼牧場 434－12 〃 ハナ 137．7�

（北海道） （北海道）

11 � エンターザスフィア 牡2鹿 54 岩田 康誠山口 裕介氏 田中 淳司 新冠 村本牧場 502－ 41：12．05 25．1�
（北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 102，347，200円 複勝： 145，232，100円 枠連： 48，782，500円
馬連： 290，659，700円 馬単： 139，894，900円 ワイド： 110，124，700円
3連複： 394，947，800円 3連単： 689，462，300円 計： 1，921，451，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 270円 � 970円 � 230円 枠 連（3－6） 5，380円

馬 連 �� 16，810円 馬 単 �� 27，240円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 1，200円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 33，430円 3 連 単 ��� 228，870円

票 数

単勝票数 計1023472 的中 � 95934（4番人気）
複勝票数 計1452321 的中 � 148907（4番人気）� 32171（11番人気）� 186566（2番人気）
枠連票数 計 487825 的中 （3－6） 7023（26番人気）
馬連票数 計2906597 的中 �� 13396（45番人気）
馬単票数 計1398949 的中 �� 3851（72番人気）
ワイド票数 計1101247 的中 �� 7309（39番人気）�� 24249（11番人気）�� 7621（37番人気）
3連複票数 計3949478 的中 ��� 8858（100番人気）
3連単票数 計6894623 的中 ��� 2184（598番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―46．1―58．0

コーナー
通過順位

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

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 デビュー 2014．7．12 函館1着

2012．4．7生 牡2黒鹿 母 ピエナアマゾン 母母 ロイヤルリフ 2戦2勝 賞金 37，574，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマカツエース号
（非抽選馬） 1頭 クリノショウスーシ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

20060 7月19日 曇 良 （26函館2）第5日 第12競走 ��
��2，000�

ま つ ま え

松 前 特 別
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

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
1：57．8
1：56．1

良
良

55 ジャイアントリープ 牡4芦 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 504－ 82：01．0 4．9�
79 トレクァルティスタ 牡3黒鹿54 四位 洋文 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 6．1�
22 リメインサイレント 牝4鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 494＋ 62：01．1クビ 2．1�
68 ライズトゥフェイム 牡4鹿 57 菱田 裕二有限会社シルク加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 22：01．41� 7．1�
812 ラスカルトップ 牡5鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454＋14 〃 アタマ 41．4�
811 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 434＋ 4 〃 クビ 28．8	
44 ロードエフォール 牡6黒鹿57 丸田 恭介 
ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 484－ 42：01．61 38．5�
33 ディープストーリー 牝4青 55 三浦 皇成有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444± 02：01．7� 20．5�
11 	 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 502＋ 42：01．91
 27．5
56 バロンドゥフォール 牡4鹿 57 吉田 隼人窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480± 02：02．0� 10．0�
67 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 438－ 42：02．42� 203．8�
710 ヤマニンファラオ 牡5栗 57 丹内 祐次土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 486－ 42：02．72 77．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，540，000円 複勝： 69，501，800円 枠連： 17，420，000円
馬連： 81，001，400円 馬単： 46，484，000円 ワイド： 41，550，700円
3連複： 105，680，200円 3連単： 194，258，600円 計： 595，436，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 180円 � 110円 枠 連（5－7） 1，310円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 670円 �� 310円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 11，590円

票 数

単勝票数 計 395400 的中 � 64211（2番人気）
複勝票数 計 695018 的中 � 93406（3番人気）� 78578（4番人気）� 219768（1番人気）
枠連票数 計 174200 的中 （5－7） 10234（5番人気）
馬連票数 計 810014 的中 �� 29775（6番人気）
馬単票数 計 464840 的中 �� 9020（12番人気）
ワイド票数 計 415507 的中 �� 14330（7番人気）�� 35902（2番人気）�� 34055（3番人気）
3連複票数 計1056802 的中 ��� 64126（2番人気）
3連単票数 計1942586 的中 ��� 12148（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―35．7―47．8―1：00．6―1：13．2―1：25．0―1：36．9―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャイアントリープ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．1．27 京都4着

2010．4．12生 牡4芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 15戦4勝 賞金 71，089，000円
※パープルタイヨー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（26函館2）第5日 7月19日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

198，760，000円
2，080，000円
5，400，000円
1，610，000円
18，010，000円
56，423，500円
4，432，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
325，139，700円
534，403，800円
155，681，600円
702，942，900円
388，997，900円
330，899，300円
934，654，300円
1，590，596，000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 4，963，315，500円

総入場人員 6，272名 （有料入場人員 5，378名）
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