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17037 6月28日 曇 不良 （27函館1）第4日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時50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 バ イ レ 牝3芦 54 三浦 皇成 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B472± 01：46．4 2．3�
44 テ ッ プ シ ー 牝3芦 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 448＋ 41：46．61� 5．1�
812 マンテンドリーム 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太小島 將之氏 柴田 光陽 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446－ 4 〃 ハナ 14．1�

45 テイエムメーリイ 牝3栗 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 松浦牧場 478－ 41：47．02� 32．7�
56 ウイングタイガー 牝3鹿 54 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 428－ 21：47．1クビ 29．2	
69 ノウゼンハレン 牝3鹿 54 田中 健�ターフ・スポート北出 成人 浦河 岡本牧場 432＋ 4 〃 クビ 7．8

711 ア サ バ ス カ 牝3黒鹿54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：47．63 5．4�
57 デルマオコマ 牝3栗 54 嶋田 純次浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 448＋241：47．7� 44．9�
22 エクセレントガール 牝3青 54 杉原 誠人星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 452－ 41：47．8クビ 28．9
68 シャトーブリアン 牝3芦 54 黛 弘人佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム 460± 01：48．01� 23．5�
11 ミスエレキング 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢野 英一 浦河 ヒダカフアーム 434－ 21：48．21� 59．3�
710 ル サ ル カ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �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 上村 清志 440－ 41：48．62� 34．5�
33 キャンディウォー 牝3鹿 54 藤田 伸二広尾レース� 松永 幹夫 新ひだか 木村 秀則 502 ―1：51．9大差 29．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，459，300円 複勝： 16，500，600円 枠連： 7，887，600円
馬連： 28，718，400円 馬単： 19，723，800円 ワイド： 17，304，100円
3連複： 43，589，000円 3連単： 60，157，200円 計： 208，340，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 150円 � 270円 枠 連（4－8） 470円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 280円 �� 610円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 144593 的中 � 49513（1番人気）
複勝票数 計 165006 的中 � 41915（1番人気）� 30152（2番人気）� 11209（5番人気）
枠連票数 計 78876 的中 （4－8） 12915（2番人気）
馬連票数 計 287184 的中 �� 33871（2番人気）
馬単票数 計 197238 的中 �� 15038（2番人気）
ワイド票数 計 173041 的中 �� 17923（1番人気）�� 6866（6番人気）�� 5767（8番人気）
3連複票数 計 435890 的中 ��� 14671（5番人気）
3連単票数 計 601572 的中 ��� 6751（10番人気）

ハロンタイム 6．7―11．4―12．0―12．9―13．0―12．5―12．6―12．6―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．1―30．1―43．0―56．0―1：08．5―1：21．1―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3
・（7，13，12）（5，8）（1，6）9－（10，11）＝3（2，4）・（7，13）12，5（8，9）（1，11）6（10，4）－2＝3

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

勝馬の
紹 介

バ イ レ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2014．6．28 東京9着

2012．2．21生 牝3芦 母 ヒカルトクタイセイ 母母 ヒカルイットウセイ 9戦1勝 賞金 8，400，000円
〔騎手変更〕 ルサルカ号の騎手柴山雄一は，負傷のため菱田裕二に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャンディウォー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月28日まで平地

競走に出走できない。

17038 6月28日 曇 重 （27函館1）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10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

23 マイネルデアデビル 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 日高 北田 剛 486＋141：10．5 9．4�

816 ダイメイチャンプ 牝3鹿 54 黛 弘人宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 462－ 21：11．03 6．4�
59 クラウンシトラス 牝3栗 54 勝浦 正樹矢野 恭裕氏 菊川 正達 浦河 赤田牧場 B482＋161：11．1� 9．5�
510 メイショウグラチェ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 476± 0 〃 クビ 26．1�
714 クリノスイートピー 牝3黒鹿54 杉原 誠人栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 428± 01：11．2� 16．2�
48 ザッフィーロ 牡3鹿 56 田中 博康�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 21：11．41� 64．1	
713 キャロライン 牡3栗 56 古川 吉洋北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 484－ 4 〃 アタマ 4．4

24 ルシアンネイル 牝3黒鹿54 丸田 恭介髙樽さゆり氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 404＋18 〃 ハナ 104．5�
47 シーユーアゲン 牡3鹿 56 長岡 禎仁浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞	湖 レイクヴィラファーム 422＋ 21：11．5クビ 103．6�
612 パエリダエーザ 牝3黒鹿54 吉田 隼人�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416－ 21：11．81� 31．3
12 イ イ ネ ー 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 456－ 2 〃 クビ 6．3�
815 トラストニーケー 牝3鹿 54 松田 大作菅波 雅巳氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 478－ 21：11．9クビ 17．3�
35 エ ク レ ー ル 牝3鹿 54 藤田 伸二前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 446＋ 21：12．21� 6．7�
36 ショウナンラージャ 牡3青鹿56 三浦 皇成国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 中原牧場 440＋ 21：12．3� 10．4�
611 スプリームゴールド 牝3芦 54 丸山 元気 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 394＋ 41：12．62 91．8�
11 ルールブルー 牝3青鹿54 菱田 裕二岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 432± 01：14．4大差 43．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，863，600円 複勝： 22，523，100円 枠連： 9，667，100円
馬連： 32，085，000円 馬単： 17，808，500円 ワイド： 19，477，500円
3連複： 46，178，800円 3連単： 55，300，800円 計： 219，904，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 340円 � 220円 � 350円 枠 連（2－8） 3，320円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 8，400円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，520円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 11，560円 3 連 単 ��� 69，120円

票 数

単勝票数 計 168636 的中 � 14273（5番人気）
複勝票数 計 225231 的中 � 16568（5番人気）� 30073（3番人気）� 15907（6番人気）
枠連票数 計 96671 的中 （2－8） 2255（14番人気）
馬連票数 計 320850 的中 �� 5436（20番人気）
馬単票数 計 178085 的中 �� 1590（37番人気）
ワイド票数 計 194775 的中 �� 3197（20番人気）�� 3287（18番人気）�� 3876（13番人気）
3連複票数 計 461788 的中 ��� 2994（38番人気）
3連単票数 計 553008 的中 ��� 580（242番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―12．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―46．1―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルデアデビル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．11．16 東京5着

2012．4．17生 牡3鹿 母 スウィープデビル 母母 タイキアリエス 5戦1勝 賞金 5，300，000円
〔騎手変更〕 ルシアンネイル号の騎手柴山雄一は，負傷のため丸田恭介に変更。
〔その他〕 ショウナンラージャ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

ルールブルー号は，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。
〔鼻出血による出走制限〕 ショウナンラージャ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年7月28日まで出走できない。

第１回 函館競馬 第４日



17039 6月28日 小雨 不良 （27函館1）第4日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45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

813 バイタルフォース 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 508＋ 21：44．9 1．5�

45 クロイツェル 牡3黒鹿56 丸山 元気 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484－ 41：45．21� 9．1�
22 エスティサプライズ 牝3栗 54 嶋田 純次 �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 424－ 41：45．83� 52．4�
69 ミスズミラクル 牡3黒鹿56 松田 大作永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 464－ 21：45．9� 76．7�
812 ローレルウラノス 牡3栗 56 丹内 祐次 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 504－ 81：46．11� 17．1	
44 ゴットモーニング �3鹿 56 田中 健後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 高橋フアーム 436± 0 〃 アタマ 4．8

33 トゥラクレス 牡3鹿 56 田中 博康�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524－ 21：46．3� 52．7�
56 ジェイエルフリート 牡3鹿 56 小林 徹弥橋元 幸人氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 502＋ 6 〃 クビ 33．4�
57 セイセイセイ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 434－ 21：46．4� 31．4
68 ツジスーパーハヤテ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政辻 俊夫氏 田中 章博 新冠 石田牧場 440－141：47．25 154．8�
711 ディープブルー 牡3青鹿56 荻野 琢真深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 414－ 61：47．41� 24．9�
11 ス ノ セ イ 牡3鹿 56 菱田 裕二�和田牧場 和田 正道 日高 木村牧場 476± 01：49．1大差 143．3�
710 トウケイリニア 牡3鹿 56 古川 吉洋木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 454＋121：54．3大差 13．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，484，300円 複勝： 35，188，700円 枠連： 10，374，000円
馬連： 34，048，500円 馬単： 23，511，900円 ワイド： 19，603，900円
3連複： 44，312，800円 3連単： 80，315，200円 計： 267，839，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 600円 枠 連（4－8） 190円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，020円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 6，680円 3 連 単 ��� 14，290円

票 数

単勝票数 計 204843 的中 � 103860（1番人気）
複勝票数 計 351887 的中 � 195866（1番人気）� 21593（3番人気）� 6443（9番人気）
枠連票数 計 103740 的中 （4－8） 42139（1番人気）
馬連票数 計 340485 的中 �� 45392（2番人気）
馬単票数 計 235119 的中 �� 21415（2番人気）
ワイド票数 計 196039 的中 �� 15776（2番人気）�� 4766（13番人気）�� 1187（33番人気）
3連複票数 計 443128 的中 ��� 4973（21番人気）
3連単票数 計 803152 的中 ��� 4074（40番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．3―12．7―13．5―12．7―12．6―12．1―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―28．8―41．5―55．0―1：07．7―1：20．3―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

バイタルフォース �
�
父 Quality Road �

�
母父 Pleasant Tap デビュー 2015．4．4 中山12着

2012．2．24生 牡3鹿 母 タップゴールド 母母 Color of Gold 4戦1勝 賞金 8，600，000円
〔騎手変更〕 ローレルウラノス号の騎手柴山雄一は，負傷のため丹内祐次に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイリニア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月28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 パパラヴズマンボ号

17040 6月28日 小雨 重 （27函館1）第4日 第4競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走11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
2：38．7
2：37．3

良
良

12 クラシックエース 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 432＋ 22：44．3 4．2�
612 ダノンウルフ 牡3芦 56 丸田 恭介�ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：44．72� 14．3�
815 ミッキーポーチ 牝3鹿 54 三浦 皇成野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 ハナ 5．3�
35 シゲルエイサー 牡3栗 56 田中 健森中 蕃氏 武田 博 日高 中前牧場 462－ 82：45．23 57．8�
23 ララエクラテール 牡3鹿 56 松田 大作フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 422－ 22：45．41 2．9	
510 ライブリファースト 牡3鹿 56 水口 優也加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 480－ 22：45．61� 28．9

36 ハギノカイザー 牡3栗 56 田中 博康安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 428± 0 〃 クビ 127．3�
47 スプリングストーム 牡3鹿 56 吉田 隼人加藤 春夫氏 武井 亮 様似 堀 弘康 452＋ 2 〃 アタマ 30．0�
714 コスモサンズサン 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 大北牧場 458－ 22：45．7クビ 76．8
11 トモノサンドラ 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太共田 義夫氏 浜田多実雄 洞
湖 レイクヴィラファーム 468± 02：45．91� 12．6�
611 リッチゴールド 牡3栗 56 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド B476－ 62：46．11� 12．7�
816 スズカプレスト 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政永井 啓弍氏 橋田 満 洞
湖 レイクヴィラファーム 444± 02：46．2クビ 27．3�
24 サ ブ マ リ ン 牡3栗 56 菱田 裕二石川 達絵氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 466＋ 82：46．52 30．1�
59 インディケーション 牡3鹿 56 古川 吉洋 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 518＋202：47．24 26．7�
48 デルマワカダンナ 牡3鹿 56 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 474＋ 22：47．94 62．7�
713 フォギーボトム 牡3黒鹿56 藤田 伸二渡邊 隆氏 土田 稔 新冠 森 牧場 480＋ 82：48．53� 30．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，147，800円 複勝： 24，725，900円 枠連： 11，853，400円
馬連： 35，599，400円 馬単： 21，439，000円 ワイド： 21，706，400円
3連複： 50，022，600円 3連単： 69，178，300円 計： 254，672，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 310円 � 170円 枠 連（1－6） 920円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 510円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 5，930円 3 連 単 ��� 29，480円

票 数

単勝票数 計 201478 的中 � 37686（2番人気）
複勝票数 計 247259 的中 � 45750（2番人気）� 16757（6番人気）� 39464（3番人気）
枠連票数 計 118534 的中 （1－6） 9916（5番人気）
馬連票数 計 355994 的中 �� 9082（9番人気）
馬単票数 計 214390 的中 �� 2845（16番人気）
ワイド票数 計 217064 的中 �� 5163（10番人気）�� 11535（3番人気）�� 4952（11番人気）
3連複票数 計 500226 的中 ��� 6318（14番人気）
3連単票数 計 691783 的中 ��� 1701（70番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．5―13．0―12．8―13．3―13．2―13．1―12．8―12．4―12．4―12．2―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�
12．6―24．0―36．5―49．5―1：02．3―1：15．6―1：28．8―1：41．9―1：54．7―2：07．1―2：19．5―2：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラシックエース �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．10 中山3着

2012．4．13生 牡3鹿 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン 4戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 クラシックエース号の騎手柴山雄一は，負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 コスモサンズサン号の騎手丹内祐次は，2周目向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3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。
（非当選馬） 1頭 ラフレシア号



17041 6月28日 小雨 重 （27函館1）第4日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05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

33 マコトルーメン 牡2鹿 54 勝浦 正樹�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 480 ―1：11．4 5．8�
22 ブルーオリエント 牝2鹿 54 丸田 恭介桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 460 ― 〃 クビ 5．5�
89 ナイトインブラック 牡2黒鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 478 ―1：11．71� 1．9�
77 スズカバーディー 牡2黒鹿54 古川 吉洋永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 438 ―1：11．91� 35．1�
78 コスモベガス 牡2鹿 54 黛 弘人岡田 繁幸氏 上原 博之 平取 高橋 啓 476 ―1：12．0	 12．5	
55 ボ ー ダ レ ス 牝2栗 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456 ―1：12．32 17．5

810 ア ウ ズ 牡2栗 54 松田 大作杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 432 ―1：12．51� 30．3�
11 チェリートレジャー 牡2栗 54 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 488 ―1：13．24 36．2�
44 ベ ル ゼ ブ ブ 牡2栗 54

51 ▲加藤 祥太スリースターズレーシング 松永 康利 新冠 有限会社 大
作ステーブル 464 ―1：14．26 63．9

66 ビップフウマ 牡2鹿 54 菱田 裕二鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 506 ― 〃 アタマ 14．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 28，702，400円 複勝： 22，778，000円 枠連： 6，920，100円
馬連： 32，707，900円 馬単： 26，884，400円 ワイド： 17，630，400円
3連複： 41，659，600円 3連単： 91，672，700円 計： 268，955，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 140円 � 140円 � 110円 枠 連（2－3） 700円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 340円 �� 210円 �� 190円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 5，590円

票 数

単勝票数 計 287024 的中 � 41662（3番人気）
複勝票数 計 227780 的中 � 32286（3番人気）� 35639（2番人気）� 78903（1番人気）
枠連票数 計 69201 的中 （2－3） 7588（4番人気）
馬連票数 計 327079 的中 �� 19725（4番人気）
馬単票数 計 268844 的中 �� 7642（9番人気）
ワイド票数 計 176304 的中 �� 11371（4番人気）�� 21857（2番人気）�� 25268（1番人気）
3連複票数 計 416596 的中 ��� 49147（1番人気）
3連単票数 計 916727 的中 ��� 11885（14番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．2―12．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―47．1―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトルーメン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タマモクロス 初出走

2013．3．12生 牡2鹿 母 マコトサンゴ 母母 マコトシュンレイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ベルゼブブ号の騎手柴山雄一は，負傷のため加藤祥太に変更。

17042 6月28日 小雨 重 （27函館1）第4日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時35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

11 クローディオ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456－102：04．4 6．0�
35 メモリーオブハース 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 414＋122：04．61� 8．8�

714 トーカティヴ 牡3青鹿56 木幡 初広 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 442± 0 〃 アタマ 9．9�

47 エドノジョンソン 牡3鹿 56 荻野 琢真遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 454－ 22：04．7クビ 25．9�
24 マ ッ セ 牡3鹿 56 三浦 皇成村上 卓史氏 戸田 博文 日高 白井牧場 490＋ 2 〃 クビ 27．9	
713 マコトギンスバーグ 牡3鹿 56 勝浦 正樹�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 2 〃 アタマ 3．9

612 マイネルプロンプト 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 462± 02：04．8� 9．4�
611 クリノイーソー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 464－142：04．9クビ 21．7�
23 ケイビイノキセキ 牡3鹿 56 丸田 恭介菊池 昭雄氏 田村 康仁 浦河 駿河牧場 514± 0 〃 クビ 49．5
48 マイネルインプレス 牡3栗 56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 むかわ 新井牧場 440－ 62：05．0� 16．3�
36 シーザーバローズ 牡3青鹿56 藤田 伸二猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 438＋ 62：05．21� 26．3�
510 エメラルドビーム 牝3鹿 54 松田 大作北原光一郎氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 482－ 82：05．73 78．4�
815 コスモデレガンス 牡3鹿 56 丸山 元気 �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 412± 0 〃 クビ 62．6�
59 マイネルクレイモア 牡3芦 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 468＋142：06．12� 28．4�
12 アドマイヤロワ 牡3鹿 56 四位 洋文近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 480＋ 82：06．41� 4．8�
816 メイショウアルパ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 472＋142：07．35 141．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，929，900円 複勝： 29，949，200円 枠連： 13，569，500円
馬連： 37，732，100円 馬単： 20，626，800円 ワイド： 24，401，500円
3連複： 55，114，300円 3連単： 69，459，100円 計： 271，782，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 280円 � 300円 � 270円 枠 連（1－3） 1，160円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，370円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 10，600円 3 連 単 ��� 60，230円

票 数

単勝票数 計 209299 的中 � 27487（3番人気）
複勝票数 計 299492 的中 � 28741（4番人気）� 25662（6番人気）� 28918（3番人気）
枠連票数 計 135695 的中 （1－3） 9042（4番人気）
馬連票数 計 377321 的中 �� 10251（9番人気）
馬単票数 計 206268 的中 �� 2931（16番人気）
ワイド票数 計 244015 的中 �� 6160（10番人気）�� 4568（12番人気）�� 3746（17番人気）
3連複票数 計 551143 的中 ��� 3898（26番人気）
3連単票数 計 694591 的中 ��� 836（152番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．2―13．2―13．6―13．6―12．3―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．9―35．1―48．3―1：01．9―1：15．5―1：27．8―1：40．0―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クローディオ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．10．19 京都9着

2012．2．8生 牡3鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 8戦1勝 賞金 8，500，000円
〔騎手変更〕 トーカティヴ号の騎手柴山雄一は，負傷のため木幡初広に変更。



17043 6月28日 雨 不良 （27函館1）第4日 第7競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時05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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

79 � ロケットダッシュ 牡5鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest
Farms LLC 490－ 4 58．2 4．3�

56 キャプレット 牝3栗 52 勝浦 正樹前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 6 58．62	 11．8�

67 ハクサンフレンチ 牡3鹿 54 三浦 皇成河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 488＋ 2 58．7
 9．6�
68 カシノキングダム 牡3鹿 54

51 ▲加藤 祥太柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 B458＋ 6 58．8
 14．0�
812 コスモピンチョス 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 長浜 秀昭 506± 0 58．9クビ 12．5�
710� ブルーモントレー 牝5栗 55 黛 弘人	須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC B476＋ 4 〃 クビ 32．9

44 � ワイエムテイラー 牝4鹿 55 菱田 裕二�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 500＋16 〃 ハナ 13．7�
811 ホワイトクリスマス 牡4芦 57 丸山 元気岡 浩二氏 森 秀行 新冠 赤石 久夫 502＋ 6 59．1
 30．1�
22 オリオンザプラズマ 牡5栗 57 木幡 初広平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 472± 0 〃 クビ 49．7
33 � エムオーマジック 牡3青鹿54 嶋田 純次大浅 貢氏 尾形 和幸 むかわ 貞広 賢治 482＋12 59．2
 83．7�
55 マッドアバウトユー 牝4栗 55 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 466－ 4 59．3クビ 3．2�
11 サクラヴァローレ 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 伊藤 敏明 520＋ 2 59．51� 4．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，316，700円 複勝： 25，022，400円 枠連： 8，777，900円
馬連： 34，091，400円 馬単： 20，013，300円 ワイド： 18，990，900円
3連複： 42，557，300円 3連単： 68，839，100円 計： 237，609，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 330円 � 210円 枠 連（5－7） 530円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 570円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 35，590円

票 数

単勝票数 計 193167 的中 � 35646（2番人気）
複勝票数 計 250224 的中 � 40072（2番人気）� 16620（6番人気）� 32924（4番人気）
枠連票数 計 87779 的中 （5－7） 12706（1番人気）
馬連票数 計 340914 的中 �� 8294（12番人気）
馬単票数 計 200133 的中 �� 3209（16番人気）
ワイド票数 計 189909 的中 �� 4557（13番人気）�� 9054（4番人気）�� 3292（19番人気）
3連複票数 計 425573 的中 ��� 4487（21番人気）
3連単票数 計 688391 的中 ��� 1402（121番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．1―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．5
3 ・（7，9）1，4（5，12）3（8，10）6－2，11 4 ・（7，9）1（4，12）5（3，8，10）－6，2，11

勝馬の
紹 介

�ロケットダッシュ �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．3．10 阪神5着

2010．4．23生 牡5鹿 母 Unfinished Dream 母母 T. V. Countess 18戦3勝 賞金 28，400，000円
〔騎手変更〕 ワイエムテイラー号の騎手柴山雄一は，負傷のため菱田裕二に変更。
〔発走状況〕 サクラヴァローレ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サクラヴァローレ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 サクラヴァローレ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サクラヴァローレ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年8月28日まで出走できない。
※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 エゴイスト号・モントルルシュマン号

17044 6月28日 雨 不良 （27函館1）第4日 第8競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走13時35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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

711 トーセンアーネスト 牡3鹿 54 嶋田 純次島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 510＋ 21：44．2 12．9�

56 � ゴ ド リ ー 牡5栗 57 吉田 隼人林 正道氏 武井 亮 米 Sanford R.
Robertson 518＋ 2 〃 ハナ 3．3�

22 	 トーコーヴィオラ 牝5黒鹿 55
52 ▲加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 468± 01：44．3
 40．1�

45 	 サクラアンプルール 牡4栗 57 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 480＋181：44．4クビ 121．1�
813 スズカリバー 牡3鹿 54 丸山 元気永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494± 01：44．5� 22．3	
11 フクノドービル 牡3鹿 54 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 490－ 41：44．6� 28．0

710� サウンドジャンゴ 牡3鹿 54 藤田 伸二増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables 508＋ 61：44．91
 4．6�
68 セレッソレアル 牝4栗 55 菱田 裕二三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 476＋ 2 〃 アタマ 6．8�
57 ス ク ワ ー ル 牡3青 54

51 ▲城戸 義政 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 450－ 2 〃 クビ 13．8

33 ブルーフラッシュ 牡4芦 57 三浦 皇成桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 456＋ 81：45．0� 7．7�
812	 セルリアンラビット 牡6鹿 57 古川 吉洋�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B454＋ 21：46．06 18．6�
44 バラブシュカ 牝3栗 52 四位 洋文大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 賀張三浦牧場 496＋ 41：46．21� 29．0�
69 オ ル ド リ ン 牡4黒鹿57 松田 大作 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B456－ 21：46．83� 9．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，564，100円 複勝： 28，573，700円 枠連： 11，166，100円
馬連： 40，360，800円 馬単： 22，141，700円 ワイド： 23，227，700円
3連複： 54，170，300円 3連単： 77，677，400円 計： 277，881，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 460円 � 180円 � 970円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 7，390円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 7，050円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 28，450円 3 連 単 ��� 160，440円

票 数

単勝票数 計 205641 的中 � 12708（6番人気）
複勝票数 計 285737 的中 � 14713（8番人気）� 54385（1番人気）� 6251（12番人気）
枠連票数 計 111661 的中 （5－7） 13485（2番人気）
馬連票数 計 403608 的中 �� 10535（10番人気）
馬単票数 計 221417 的中 �� 2245（29番人気）
ワイド票数 計 232277 的中 �� 4875（15番人気）�� 826（62番人気）�� 3390（23番人気）
3連複票数 計 541703 的中 ��� 1428（108番人気）
3連単票数 計 776774 的中 ��� 351（596番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．4―29．7―42．3―54．9―1：07．2―1：19．4―1：31．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンアーネスト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．7．19 福島8着

2012．4．8生 牡3鹿 母 ビーチフェスタ 母母 ビーチフラッグ 11戦2勝 賞金 16，550，000円
〔騎手変更〕 サウンドジャンゴ号の騎手柴山雄一は，負傷のため藤田伸二に変更。



17045 6月28日 雨 重 （27函館1）第4日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時05分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

612 メイショウアズミノ 牝4鹿 55
52 ▲城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 468＋ 81：11．0 7．1�

36 ダイワズットラブ 牝3栗 52 三浦 皇成大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 434＋ 8 〃 クビ 6．0�
35 ダイワプロパー 牝3栗 52 丸山 元気大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 81：11．1� 15．8�
23 トゥルームーン 牝3鹿 52 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 478＋ 6 〃 クビ 2．3�
47 セレッソブランコ 牝3芦 52

49 ▲加藤 祥太三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 462＋121：11．2� 24．2�
510 タカラジェニファ 牝4鹿 55 吉田 隼人村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 478＋10 〃 クビ 14．7�
714 コスモマイルール 牝4栗 55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 448＋ 81：11．41� 63．9	
24 ステイブレイズ 牝4鹿 55 古川 吉洋 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 新冠 中本 隆志 472＋ 4 〃 ハナ 11．1�
815 イ ス ル ギ 牝4黒鹿55 藤田 伸二山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 442＋101：11．5クビ 72．0�
611 キョウエイボヌール 牝4栗 55 丸田 恭介田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 460± 0 〃 アタマ 22．6
713 イタリアンフェッテ 牝4鹿 55 勝浦 正樹芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 414＋ 2 〃 アタマ 114．7�
59 カウニスクッカ 牝4鹿 55 黛 弘人大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 478＋16 〃 クビ 14．0�
48 クインスウィーティ 牝5芦 55 松田 大作田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 430－ 81：11．6クビ 20．1�
12 パ オ ロ ッ サ 牝3鹿 52 長岡 禎仁岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 454－ 6 〃 アタマ 97．7�
11 ニ シ ノ ニ カ 牝5黒鹿55 菱田 裕二西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 476＋ 81：11．92 39．3�
816� アートアロング 牝5栗 55 四位 洋文寺田 寿男氏 笹田 和秀 新ひだか 矢野牧場 440± 01：12．64 81．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，741，300円 複勝： 27，846，200円 枠連： 14，589，900円
馬連： 48，495，600円 馬単： 25，143，700円 ワイド： 26，277，900円
3連複： 66，076，800円 3連単： 95，251，100円 計： 328，422，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 210円 � 400円 枠 連（3－6） 1，190円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，860円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 9，500円 3 連 単 ��� 40，360円

票 数

単勝票数 計 247413 的中 � 27750（3番人気）
複勝票数 計 278462 的中 � 33280（3番人気）� 36773（2番人気）� 15926（6番人気）
枠連票数 計 145899 的中 （3－6） 9501（5番人気）
馬連票数 計 484956 的中 �� 13429（9番人気）
馬単票数 計 251437 的中 �� 3828（15番人気）
ワイド票数 計 262779 的中 �� 6691（9番人気）�� 3574（17番人気）�� 4634（12番人気）
3連複票数 計 660768 的中 ��� 5214（31番人気）
3連単票数 計 952511 的中 ��� 1711（110番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．2―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―47．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアズミノ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．9．7 阪神8着

2011．4．24生 牝4鹿 母 フレンチミステリー 母母 ミスティックアイズ 14戦3勝 賞金 24，900，000円
〔騎手変更〕 ステイブレイズ号の騎手柴山雄一は，負傷のため古川吉洋に変更。

17046 6月28日 雨 重 （27函館1）第4日 第10競走 ��1，800�
お く し り

奥 尻 特 別
発走14時40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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

710 シベリアンタイガー �4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 462＋ 21：50．5 20．0�
44 ア ル バ ー ト 牡4栗 57 丸山 元気林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474＋161：50．81� 3．6�
11 タルトオポム 牡4黒鹿57 吉田 隼人窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 68．4�
68 � プレスアテンション 牡4栗 57 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520－ 21：51．01 23．7�
67 ソードラック 牡4鹿 57 勝浦 正樹佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 464＋ 2 〃 ハナ 6．0�
33 サンマルティン 牡3栗 54 杉原 誠人 	キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：51．1	 3．1

79 ヴェルステルキング 牡3鹿 54 三浦 皇成佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－ 81：51．31
 12．3�
55 テイエムクロタカ 牡3青鹿54 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 482＋121：51．51	 11．7�
812 タイダルベイスン 牡5栗 57 丸田 恭介桑畑 信氏 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 522＋161：52．13	 34．6�
56 クリーブラット 牡4芦 57 菱田 裕二 	キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446－ 41：52．31	 47．9�
811 ダノンドリーム 牡6青鹿57 加藤 祥太�ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 476－ 41：52．93	 154．4�
22 パワーウーマン 牝3栗 52 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 484－141：59．2大差 6．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，440，700円 複勝： 34，692，700円 枠連： 14，024，000円
馬連： 60，115，400円 馬単： 34，860，600円 ワイド： 30，882，700円
3連複： 74，253，400円 3連単： 131，664，400円 計： 411，933，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 480円 � 180円 � 1，100円 枠 連（4－7） 1，230円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 10，230円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 9，050円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 42，830円 3 連 単 ��� 262，240円

票 数

単勝票数 計 314407 的中 � 12570（7番人気）
複勝票数 計 346927 的中 � 16976（7番人気）� 65747（1番人気）� 6678（11番人気）
枠連票数 計 140240 的中 （4－7） 8800（5番人気）
馬連票数 計 601154 的中 �� 14104（13番人気）
馬単票数 計 348606 的中 �� 2554（38番人気）
ワイド票数 計 308827 的中 �� 6298（17番人気）�� 860（56番人気）�� 2870（30番人気）
3連複票数 計 742534 的中 ��� 1300（105番人気）
3連単票数 計1316644 的中 ��� 364（571番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．0―48．6―1：01．4―1：13．8―1：26．1―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

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 �4鹿 母 ク ロ ネ コ 母母 フサイチグレース 12戦3勝 賞金 24，620，000円
〔騎手変更〕 サンマルティン号の騎手柴山雄一は，負傷のため杉原誠人に変更。
〔その他〕 パワーウーマン号は，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。



17047 6月28日 雨 重 （27函館1）第4日 第11競走 ��
��1，200�U H B 杯

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．6．28以降27．6．21まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道文化放送賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

59 スピードルーラー �6鹿 54 勝浦 正樹嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 498＋141：10．2 18．7�
510 ブラヴィッシモ 牡3鹿 54 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B500＋121：10．3� 2．6�
23 マジックシャトル 牡3栗 53 四位 洋文林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 492－ 21：10．4クビ 6．0�
35 	 リバティーホール 牝6鹿 51 田中 博康吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B456＋ 61：10．5� 153．2�
612 ビットスターダム 牡7芦 54 菱田 裕二馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464－ 4 〃 アタマ 44．7�
48 ブルジュオン 牝5黒鹿52 長岡 禎仁�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋12 〃 ハナ 9．6	
24 ファインスカイ 牝5鹿 52 古川 吉洋 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 484－ 81：10．71
 21．1

816 モズハツコイ 牝4芦 55 吉田 隼人 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 460＋ 2 〃 ハナ 6．0�
12 アドマイヤサブリナ 牝5芦 52 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 436－ 41：10．8クビ 16．4�
611 チェリーペトルズ 牝5鹿 51 丸田 恭介 サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 488＋101：11．01
 53．1�
11 カゼノサファイア 牝5青 50 嶋田 純次深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 486± 01：11．21
 84．5�
36 ヨシカワクン 牝5鹿 51 加藤 祥太井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B452－ 2 〃 クビ 34．1�
815 タイセイラビッシュ 牡3鹿 52 荻野 琢真田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472－ 21：11．3� 33．5�
47 ヤマニンカヴァリエ 牡6鹿 53 杉原 誠人土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 504－ 61：11．4� 29．5�
713� アンウォンド 牝5栗 52 黛 弘人大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 496＋101：11．71� 9．2�
714 スイートドーナッツ 牡5黒鹿53 藤田 伸二岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 B470＋ 61：11．91
 51．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，568，500円 複勝： 52，860，400円 枠連： 35，497，000円
馬連： 159，684，100円 馬単： 75，277，800円 ワイド： 65，850，000円
3連複： 225，004，700円 3連単： 340，284，100円 計： 999，026，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 530円 � 150円 � 200円 枠 連（5－5） 3，420円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 2，210円 �� 450円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 55，520円

票 数

単勝票数 計 445685 的中 � 18987（7番人気）
複勝票数 計 528604 的中 � 18800（9番人気）� 118384（1番人気）� 69313（3番人気）
枠連票数 計 354970 的中 （5－5） 8022（15番人気）
馬連票数 計1596841 的中 �� 36826（12番人気）
馬単票数 計 752778 的中 �� 6856（28番人気）
ワイド票数 計 658500 的中 �� 12642（13番人気）�� 7226（24番人気）�� 41302（1番人気）
3連複票数 計2250047 的中 ��� 24458（16番人気）
3連単票数 計3402841 的中 ��� 4443（144番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．7―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．5―46．3―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピードルーラー �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2011．10．15 新潟1着

2009．5．20生 �6鹿 母 クインズプライド 母母 プライベートタイム 19戦3勝 賞金 39，826，000円
〔騎手変更〕 スピードルーラー号の騎手柴山雄一は，負傷のため勝浦正樹に変更。
〔発走状況〕 スピードルーラー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スピードルーラー号は，平成27年6月29日から平成27年7月28日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔その他〕 スイートドーナッツ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕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27年8月28日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カディーシャ号・キッズライトオン号・ストークアンドレイ号・タンブルブルータス号

17048 6月28日 雨 不良 （27函館1）第4日 第12競走 ��
��1，700�

つ が る か い き ょ う

津 軽 海 峡 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

810 トミケンユークアイ �6黒鹿57 吉田 隼人冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 480－ 41：42．8 11．9�
79 トップボンバー 牡4鹿 57 藤田 伸二�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 448＋ 41：42．9	 6．7�
811 セトノプロミス 牡5鹿 57 城戸 義政難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 498＋201：43．32
 24．6�
55 サクラエール 牡4黒鹿57 加藤 祥太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 488＋161：43．83 7．0�
11 ダテノハクトラ 牡4芦 57 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 490＋ 81：44．01 4．8	
22 ノースランドボーイ 牡3青 54 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 488± 01：44．21� 29．0

67 メイショウスミトモ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470± 0 〃 ハナ 3．4�
66 リバーソウル 牡4黒鹿57 松田 大作林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 アタマ 9．8�
78 � エルフショット �5青鹿57 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 452＋ 61：44．41� 40．4
33 シュテルングランツ 牡4黒鹿57 丸山 元気 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 478－ 21：44．82
 6．2�
44 ハヤブサフィーバー 牡6栗 57 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494＋ 21：45．01
 58．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，317，300円 複勝： 57，377，300円 枠連： 22，202，800円
馬連： 96，321，400円 馬単： 48，486，600円 ワイド： 50，396，500円
3連複： 120，926，500円 3連単： 212，029，400円 計： 652，057，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 300円 � 270円 � 620円 枠 連（7－8） 1，710円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 8，570円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，840円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 13，840円 3 連 単 ��� 84，640円

票 数

単勝票数 計 443173 的中 � 29741（7番人気）
複勝票数 計 573773 的中 � 51740（7番人気）� 60331（4番人気）� 21453（8番人気）
枠連票数 計 222028 的中 （7－8） 10025（6番人気）
馬連票数 計 963214 的中 �� 18800（18番人気）
馬単票数 計 484866 的中 �� 4242（40番人気）
ワイド票数 計 503965 的中 �� 9414（18番人気）�� 7035（24番人気）�� 6432（26番人気）
3連複票数 計1209265 的中 ��� 6551（57番人気）
3連単票数 計2120294 的中 ��� 1816（322番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．4―29．3―41．8―54．5―1：06．9―1：18．9―1：30．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンユークアイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．7．31 函館5着

2009．3．9生 �6黒鹿 母 アマゾナイト 母母 ミセスビクトリア 34戦4勝 賞金 90，913，000円
〔騎手変更〕 セトノプロミス号の騎手柴山雄一は，負傷のため城戸義政に変更。

３レース目



（27函館1）第4日 6月28日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 164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

177，050，000円
1，060，000円
6，760，000円
1，370，000円
15，880，000円
60，636，000円
4，264，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
306，535，900円
378，038，200円
166，529，400円
639，960，000円
355，918，100円
335，749，500円
863，866，100円
1，351，828，800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 4，398，426，000円

総入場人員 6，852名 （有料入場人員 6，050名）
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