
17049 7月4日 晴 良 （27函館1）第5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 シャドウアプローチ 牡2栗 54 三浦 皇成飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 488＋ 21：10．6 1．4�
11 ドエライナー 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹野崎 宗信氏 菅原 泰夫 浦河 赤田牧場 440＋ 21：11．02� 64．4�
814 インジャスティス 牡2鹿 54 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508＋ 21：11．31� 7．5�
34 チ ャ ロ レ イ 牝2鹿 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 482－ 21：11．4クビ 60．4�
712 マイネルゴール 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 嶋田牧場 436＋ 8 〃 ハナ 12．2�
58 アイファーヴリル 牡2栗 54 松田 大作中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 434＋ 21：11．5� 23．6	
57 ネクストヒロイン 牝2鹿 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 426－101：11．71	 68．0�
610 アムールブラン 牝2芦 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 480＋101：12．01� 6．3�
45 カノヤルジャンドル 牝2鹿 54 岩田 康誠神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 446＋ 41：12．21� 41．6
46 ダートリーダー 牡2鹿 54

51 ▲加藤 祥太岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 442－ 21：12．41� 126．3�
813 クラウンエイトドア 牡2鹿 54 黛 弘人矢野 恭裕氏 栗田 徹 青森 今川 満良 416＋ 21：12．5クビ 153．5�
69 ミザントロープ 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政古賀 慎一氏 谷原 義明 新ひだか 西村 和夫 B396－14 〃 クビ 264．9�
22 シシャモスペシャル 牝2栗 54 藤岡 康太大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 432－ 41：12．81� 28．6�
711 ホシノパレード 牝2栗 54 小林 徹弥小西 和子氏 浅野洋一郎 新ひだか 田中 春美 462＋ 21：13．43� 262．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，643，400円 複勝： 84，929，000円 枠連： 7，985，900円
馬連： 33，396，300円 馬単： 24，567，500円 ワイド： 22，110，700円
3連複： 48，565，000円 3連単： 88，081，400円 計： 328，279，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 800円 � 190円 枠 連（1－3） 4，070円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 240円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 22，360円

票 数

単勝票数 計 186434 的中 � 101146（1番人気）
複勝票数 計 849290 的中 � 680323（1番人気）� 4904（10番人気）� 31652（4番人気）
枠連票数 計 79859 的中 （1－3） 1517（11番人気）
馬連票数 計 333963 的中 �� 5706（12番人気）
馬単票数 計 245675 的中 �� 3638（14番人気）
ワイド票数 計 221107 的中 �� 4451（11番人気）�� 29004（2番人気）�� 1154（33番人気）
3連複票数 計 485650 的中 ��� 6957（18番人気）
3連単票数 計 880814 的中 ��� 2855（63番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．7―12．0―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．6―46．6―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャドウアプローチ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．21 函館2着

2013．4．19生 牡2栗 母 マルカアイチャン 母母 マルカコマチ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

17050 7月4日 晴 稍重 （27函館1）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

812 パパラヴズマンボ 牝3青鹿54 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434± 01：47．1 37．4�
44 ルノンキュール 牝3黒鹿54 四位 洋文山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476－ 21：47．52� 3．2�
57 シャトーブリアン 牝3芦 54 三浦 皇成佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム B464＋ 41：48．45 75．5�
711 エヴリホープ 牝3栗 54 柴山 雄一�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 436＋ 21：48．5� 15．7�
710 ブ リ ア ン ナ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太中辻 明氏 武井 亮 浦河 岡部牧場 482＋ 8 〃 クビ 9．8	
69 トーセンルミナス 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹島川 
哉氏 菅原 泰夫 新ひだか グランド牧場 426＋ 21：49．56 5．5�
68 タマモラララ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 466＋141：49．92� 3．5�
56 ル サ ル カ 牝3黒鹿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 上村 清志 440± 01：50．0� 140．2
45 ウエスタンビアンコ 牝3芦 54 岩田 康誠西川 剛氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 506－ 61：50．21� 15．2�
22 ベルシルエット 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 432－ 21：50．51� 40．0�
33 ディナミック 牝3栗 54 池添 謙一栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 472± 01：51．03 9．5�
11 ロックステップ 牝3鹿 54 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 492＋ 21：51．85 16．1�
813 アスターロマーネ 牝3鹿 54 菱田 裕二加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 岡本 昌市 392＋ 41：51．9� 287．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，408，800円 複勝： 23，661，700円 枠連： 8，432，600円
馬連： 30，502，300円 馬単： 17，264，700円 ワイド： 18，781，900円
3連複： 38，842，400円 3連単： 54，411，800円 計： 208，306，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，740円 複 勝 � 710円 � 150円 � 1，440円 枠 連（4－8） 4，240円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 14，540円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 17，790円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 76，260円 3 連 単 ��� 499，340円

票 数

単勝票数 計 164088 的中 � 3508（9番人気）
複勝票数 計 236617 的中 � 6929（9番人気）� 60173（1番人気）� 3252（11番人気）
枠連票数 計 84326 的中 （4－8） 1541（12番人気）
馬連票数 計 305023 的中 �� 4730（19番人気）
馬単票数 計 172647 的中 �� 890（51番人気）
ワイド票数 計 187819 的中 �� 2734（23番人気）�� 267（63番人気）�� 1746（30番人気）
3連複票数 計 388424 的中 ��� 382（137番人気）
3連単票数 計 544118 的中 ��� 79（811番人気）

ハロンタイム 7．2―10．7―11．8―12．9―13．5―12．4―12．6―13．1―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―17．9―29．7―42．6―56．1―1：08．5―1：21．1―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
1，8（10，11）3－12，4，5（7，9）－（2，13）－6
7－（1，11）12，10（8，4，9）－5，3（2，6）13

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

勝馬の
紹 介

パパラヴズマンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．8．30 札幌5着

2012．3．26生 牝3青鹿 母 プリモタイム 母母 キ ハ ク 10戦1勝 賞金 7，300，000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 ミスエレキング号

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

第１回 函館競馬 第５日



17051 7月4日 晴 稍重 （27函館1）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
56．9

重
重

78 クリノリーソクツモ 牝3鹿 54 岩田 康誠栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 440－ 6 59．1 5．6�
67 ゼ ク ト 牝3黒鹿54 菱田 裕二宮田美恵子氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 464＋ 8 59．95 4．0�
33 ゴールドエッグ 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 476－ 21：00．22 6．1�
55 ラッキーダン 牡3黒鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B468± 01：00．3� 2．1�
11 サンライズシーズン 牡3栗 56 藤田 伸二松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 462＋ 21：00．62 13．8�
66 ラインチャーミー 牝3栗 54 松田 大作大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 村上 欽哉 454＋ 21：00．7クビ 29．6�
810 アグネスファイン 牝3青鹿54 小林 徹弥渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 450＋ 61：00．91� 22．0	
811 デルマゴシンゾサン 牝3栗 54 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 402－ 41：01．11� 92．5

22 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± 01：01．52� 30．7�
79 トレスグスト 牡3栗 56 村田 一誠島井新一郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 542＋ 61：02．67 157．7�
44 リ ッ フ ェ ル 牝3鹿 54 長岡 禎仁下河辺牧場 大江原 哲 日高 下河辺牧場 438± 0 〃 クビ 201．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，357，100円 複勝： 22，446，200円 枠連： 6，821，000円
馬連： 26，862，300円 馬単： 19，024，700円 ワイド： 16，218，900円
3連複： 35，940，000円 3連単： 64，657，200円 計： 207，327，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 160円 � 180円 枠 連（6－7） 1，130円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 440円 �� 530円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 12，720円

票 数

単勝票数 計 153571 的中 � 21678（3番人気）
複勝票数 計 224462 的中 � 31026（3番人気）� 37290（2番人気）� 30596（4番人気）
枠連票数 計 68210 的中 （6－7） 4657（4番人気）
馬連票数 計 268623 的中 �� 15767（5番人気）
馬単票数 計 190247 的中 �� 4827（11番人気）
ワイド票数 計 162189 的中 �� 9433（5番人気）�� 7710（6番人気）�� 9513（4番人気）
3連複票数 計 359400 的中 ��� 13235（6番人気）
3連単票数 計 646572 的中 ��� 3685（38番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―35．1―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノリーソクツモ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2015．1．31 京都4着

2012．3．28生 牝3鹿 母 ダービーゾーン 母母 ダービーキングダム 6戦1勝 賞金 7，550，000円
〔制裁〕 クリノリーソクツモ号の騎手岩田康誠は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※ルシアンネイル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17052 7月4日 雨 稍重 （27函館1）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

22 インフェルノ 牡3栗 56 池添 謙一 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 470－101：46．7 3．1�

811 ノーブルクリスタル 牡3鹿 56 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－ 21：47．12� 4．2�
67 モ ー グ リ 牡3栗 56 岩田 康誠大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 544＋ 81：47．41� 3．0�
79 アイズフォワード 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 462＋ 81：47．71� 113．7�
68 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 440＋ 61：48．12� 27．4�
812 ガンクラブチェック 牡3鹿 56 三浦 皇成	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 21：48．63 6．8

710 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 498－ 4 〃 ハナ 16．4�
56 マジックボーイ 牡3鹿 56 丸山 元気�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 474＋ 6 〃 アタマ 35．0�
33 リキサンレーヴ 牡3鹿 56 黛 弘人 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 510－ 41：50．3大差 107．2
11 ハッピーキャップ 牡3黒鹿56 服部 茂史 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 81：50．61� 56．2�
（北海道）

44 スリーナイトダリア 牡3黒鹿56 吉田 隼人田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 野坂牧場 494± 01：50．8� 16．6�
55 ミスエレキング 牝3黒鹿54 松田 大作 	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 436＋ 21：53．5大差 151．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，422，700円 複勝： 21，893，200円 枠連： 8，345，400円
馬連： 30，188，800円 馬単： 20，153，200円 ワイド： 18，587，600円
3連複： 38，493，700円 3連単： 71，538，300円 計： 227，622，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連（2－8） 530円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 270円 �� 180円 �� 290円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 3，530円

票 数

単勝票数 計 184227 的中 � 46482（2番人気）
複勝票数 計 218932 的中 � 47914（2番人気）� 30518（4番人気）� 56377（1番人気）
枠連票数 計 83454 的中 （2－8） 12182（3番人気）
馬連票数 計 301888 的中 �� 28057（3番人気）
馬単票数 計 201532 的中 �� 10870（4番人気）
ワイド票数 計 185876 的中 �� 16779（2番人気）�� 29189（1番人気）�� 14556（3番人気）
3連複票数 計 384937 的中 ��� 45812（1番人気）
3連単票数 計 715383 的中 ��� 14669（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．8―42．2―54．9―1：07．5―1：20．4―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インフェルノ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2015．6．21 函館3着

2012．3．30生 牡3栗 母 モ ケ ッ ト 母母 Eternal Reve 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスエレキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月4日まで平地競走

に出走できない。
※ミスエレキング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



17053 7月4日 晴 良 （27函館1）第5日 第5競走 ��
��1，000�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
57．2
55．4

良
良

77 レディトリス 牝2鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 むかわ 上水牧場 472 ― 58．3 3．4�
11 ホワイトパンドラ 牝2芦 54 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 中原牧場 426 ― 58．4� 9．4�
33 マダムクレアシオン 牝2鹿 54 藤岡 康太�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 446 ― 58．72 2．8�
55 フリームーヴメント 牡2栗 54 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 440 ― 58．91� 4．4�
44 ミ シ ェ ル 牝2栗 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 新冠 長浜 秀昭 414 ― 59．53� 21．4�
66 コウキアツガール 牝2栗 54 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 450 ― 59．71� 7．3	
22 ボ タ ニ カ ル 牝2栗 54 丸山 元気�Basic 畠山 吉宏 浦河 藤春 修二 460 ―1：02．6大差 31．7


（7頭）

売 得 金
単勝： 21，079，700円 複勝： 23，031，600円 枠連： 発売なし
馬連： 27，348，000円 馬単： 20，291，100円 ワイド： 12，087，000円
3連複： 31，376，700円 3連単： 84，490，100円 計： 219，704，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 190円 � 350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 410円 �� 180円 �� 330円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 6，360円

票 数

単勝票数 計 210797 的中 � 52129（2番人気）
複勝票数 計 230316 的中 � 55210（2番人気）� 22118（5番人気）
馬連票数 計 273480 的中 �� 14189（7番人気）
馬単票数 計 202911 的中 �� 7111（10番人気）
ワイド票数 計 120870 的中 �� 6560（7番人気）�� 20942（1番人気）�� 8559（6番人気）
3連複票数 計 313767 的中 ��� 24410（3番人気）
3連単票数 計 844901 的中 ��� 9626（21番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．3―34．5―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．0
3 ・（1，6）－7－（5，4，3）＝2 4 ・（1，6）－7，3－5，4＝2

勝馬の
紹 介

レディトリス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．4．21生 牝2鹿 母 フランダース 母母 グレートクリスティーヌ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボタニカル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月4日まで平地競走に

出走できない。

17054 7月4日 晴 良 （27函館1）第5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

11 スクエアゴールド 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉田 照哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 430 ―1：49．5 4．5�
12 エッケザックス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452＋ 21：49．6� 4．3�
24 クラレンスハウス 牝3鹿 54 嶋田 純次下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 436＋ 21：49．81� 37．0�
59 ウインエスパシオ 牡3青鹿56 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 508＋ 41：50．22� 7．1�
713 ハッピーパウダー 牝3鹿 54 柴山 雄一保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422－ 8 〃 ハナ 35．8	
48 プレイアンドラスト 牝3鹿 54 吉田 隼人�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 460－ 41：50．41� 165．1

510 ノワールギャルソン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 446＋14 〃 ハナ 12．7�
47 リュウノースジョイ 牝3鹿 54 丸田 恭介�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 470＋ 6 〃 アタマ 4．7�
611 サ ン ヨ ー ク 牝3青鹿54 村田 一誠加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 中橋 正 424－ 41：50．82� 20．0
36 ディープビヨンド 牝3黒鹿54 古川 吉洋�カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 416－ 2 〃 クビ 16．9�
816 ウソハッピャク 牡3栗 56 池添 謙一小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 468＋ 61：50．9クビ 6．7�
714 ジョウノチェリー 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹西山牧場 武藤 善則 日高 三城牧場 456＋ 21：51．22 268．4�
23 モアザンソニック 牡3栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 81：51．62� 34．2�
612 ドリームポリーニ 牡3栗 56 松田 大作セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450± 01：53．19 75．1�
815 アコルダージュ 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 440＋ 61：59．6大差 161．0�
35 ギ ン セ カ イ 牡3芦 56 田中 博康�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 476 ―2：01．210 191．2�
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売 得 金
単勝： 17，215，800円 複勝： 26，787，600円 枠連： 11，610，900円
馬連： 31，491，300円 馬単： 18，475，200円 ワイド： 19，682，800円
3連複： 43，850，000円 3連単： 56，848，200円 計： 225，961，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 170円 � 860円 枠 連（1－1） 1，320円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，870円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 10，240円 3 連 単 ��� 42，310円

票 数

単勝票数 計 172158 的中 � 30070（2番人気）
複勝票数 計 267876 的中 � 34620（3番人気）� 51531（1番人気）� 5972（10番人気）
枠連票数 計 116109 的中 （1－1） 6794（6番人気）
馬連票数 計 314913 的中 �� 22483（2番人気）
馬単票数 計 184752 的中 �� 7149（3番人気）
ワイド票数 計 196828 的中 �� 13116（2番人気）�� 1657（33番人気）�� 2451（24番人気）
3連複票数 計 438500 的中 ��� 3209（34番人気）
3連単票数 計 568482 的中 ��� 974（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．5―47．9―1：00．2―1：12．4―1：24．6―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スクエアゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mr. Prospector 初出走

2012．5．8生 牝3黒鹿 母 タッチフォーゴールド 母母 Daijin 1戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アコルダージュ号・ギンセカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月4日

まで平地競走に出走できない。



17055 7月4日 晴 稍重 （27函館1）第5日 第7競走 ��1，000�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 7，500，000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

22 ジョリーアップ 牝3栗 52 丸山 元気 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 472－ 4 58．4 4．5�

44 ウエスタンラムール 牡3黒鹿54 松田 大作西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 448± 0 59．14 3．9�
67 モリトブイコール �7栗 57

54 ▲井上 敏樹石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 482－ 2 59．73� 8．8�
11 オーガンディー 牝4芦 55

52 ▲城戸 義政栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 442＋12 〃 アタマ 63．9�
79 ハクサンフレンチ 牡3鹿 54 岩田 康誠河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋ 2 〃 アタマ 2．7�
812 ビバワールド �4鹿 57

54 ▲加藤 祥太窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 B520＋18 59．8� 22．1	
55 ホワイトクリスマス 牡4芦 57 藤田 伸二岡 浩二氏 森 秀行 新冠 赤石 久夫 506＋ 41：00．01	 23．8

710 リバーコンサート 牝4栗 55 勝浦 正樹河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 444－ 21：00．1クビ 9．7�
56 
 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 486＋ 41：00．31	 144．9�
68 サカダッシュ 牡3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 478－ 61：00．93� 17．4
33 クラウンジューン 牡3鹿 54 村田 一誠�クラウン 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 472＋ 61：01．0クビ 34．9�
811
 サンテレーズ 牝5鹿 55 長岡 禎仁小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 430± 01：01．53 340．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，191，300円 複勝： 25，918，600円 枠連： 8，850，700円
馬連： 34，067，900円 馬単： 21，050，400円 ワイド： 20，494，500円
3連複： 44，053，800円 3連単： 74，985，200円 計： 248，612，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 150円 � 190円 枠 連（2－4） 1，050円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 380円 �� 620円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 8，390円

票 数

単勝票数 計 191913 的中 � 33608（3番人気）
複勝票数 計 259186 的中 � 37229（3番人気）� 51729（2番人気）� 32247（4番人気）
枠連票数 計 88507 的中 （2－4） 6519（4番人気）
馬連票数 計 340679 的中 �� 26257（3番人気）
馬単票数 計 210504 的中 �� 7696（7番人気）
ワイド票数 計 204945 的中 �� 14287（4番人気）�� 8102（7番人気）�� 9875（5番人気）
3連複票数 計 440538 的中 ��� 18287（4番人気）
3連単票数 計 749852 的中 ��� 6473（17番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．6―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．3―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョリーアップ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．10．19 東京8着

2012．3．16生 牝3栗 母 オオシマジョリー 母母 ア ザ ー ル 8戦2勝 賞金 15，250，000円
※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。
（非当選馬） 4頭 オリオンザプラズマ号・ディアプリンセス号・リネンハピネス号・ワイエムテイラー号

17056 7月4日 晴 良 （27函館1）第5日 第8競走 ��
��1，200�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 7，500，000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

815 ジェットコルサ 牡3青 54 岩田 康誠尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 464＋101：09．8 2．8�
611 コスモイノセント 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 470＋ 41：10．01� 29．4�
816	 ユヅルノオンガエシ 牝3栗 52 服部 茂史酒井美津子氏 田中 淳司 浦河 木戸口牧場 450－ 6 〃 アタマ 48．9�

（北海道） （北海道）

714	 ノボリクリーン 牡3青鹿54 阪野 学原田 豊氏 田中 正二 浦河 杵臼牧場 452－ 41：10．1クビ 143．6�
（北海道） （北海道）

59 
 クリノバトゥーラ 牝5黒鹿 55
52 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 中村 和夫 456－14 〃 アタマ 116．5�

23 ツクバインパクト 牡3黒鹿54 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 434－ 6 〃 アタマ 27．5�
713 ベルモントラハイナ 牝4鹿 55 吉田 隼人	和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 460＋ 41：10．2クビ 2．5

612 プライマリーコード 牝4芦 55 柴山 雄一 	キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 ハナ 31．5�
510 エ ク ス シ ア 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 430＋14 〃 クビ 22．6�
24 イワヌガハナ �3黒鹿54 四位 洋文國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 470＋ 81：10．41 22．5
35 ヤマホトトギス 牝4鹿 55 長岡 禎仁江川 伸夫氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 B474＋ 21：10．5� 42．3�
36 マイネルグルマン 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 洞湖 レイクヴィラファーム 500＋121：10．6� 8．7�
47 � サウンドマンデュロ 牡6青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 472－121：10．81� 16．0�
12 イ シ ス 牝3青鹿52 勝浦 正樹 M・

Kenichiホールディング� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 446－ 81：11．01� 24．2�
11 ニ シ ノ ニ カ 牝5黒鹿55 藤岡 康太西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 472－ 41：11．1� 48．9�
48 ブリッツカイザー �4栗 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 41：11．95 84．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，160，400円 複勝： 28，924，400円 枠連： 13，560，600円
馬連： 40，652，400円 馬単： 23，340，400円 ワイド： 24，164，500円
3連複： 55，286，000円 3連単： 82，653，800円 計： 291，742，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 190円 � 750円 � 1，740円 枠 連（6－8） 1，700円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 6，810円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 2，700円 �� 16，320円

3 連 複 ��� 71，000円 3 連 単 ��� 286，710円

票 数

単勝票数 計 231604 的中 � 64877（2番人気）
複勝票数 計 289244 的中 � 53620（2番人気）� 8814（10番人気）� 3578（13番人気）
枠連票数 計 135606 的中 （6－8） 6161（5番人気）
馬連票数 計 406524 的中 �� 6608（17番人気）
馬単票数 計 233404 的中 �� 2567（22番人気）
ワイド票数 計 241645 的中 �� 4308（15番人気）�� 2308（27番人気）�� 373（91番人気）
3連複票数 計 552860 的中 ��� 584（166番人気）
3連単票数 計 826538 的中 ��� 209（727番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．7―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．7―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェットコルサ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．6．22 函館4着

2012．3．31生 牡3青 母 フ ォ セ ッ ト 母母 ポンパドール 11戦2勝 賞金 24，050，000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 キョウエイボヌール号
※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。



17057 7月4日 晴 稍重 （27函館1）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 7，500，000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

22 � スリーアロー 牝4黒鹿55 古川 吉洋松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 61：44．6 7．6�
813 ティーポイズン 牡4栗 57 藤岡 康太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 504＋ 21：45．98 2．6�
45 タマモネイヴィー 牡4鹿 57 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B506± 01：46．43 3．3�
710 タイキオールブルー 牡3青鹿54 岩田 康誠�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 444± 0 〃 アタマ 10．7�
56 ブルーガーディアン 牡3黒鹿54 藤田 伸二 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 472－ 21：46．82� 36．3	
44 マイネルライヒ 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 538＋ 21：47．01� 18．1

69 ミッキーボクサー 牡4黒鹿57 小林 徹弥三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 450＋ 81：47．1� 40．2�
812 リーゼントロック 牡4黒鹿57 菱田 裕二三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 516＋ 8 〃 アタマ 6．4�
33 マコトグランドゥ 牡3栗 54 荻野 琢真�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 462－ 41：47．31� 26．4
68 スレッジハンマー 牡3鹿 54 長岡 禎仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 478＋ 21：47．61	 39．0�
57 コスモバーダン 牡3鹿 54 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 492＋141：48．23� 70．3�
11 � ファイアキング 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 大江原 哲 浦河 恵比寿牧場 B458－ 41：48．62� 194．8�
711 トーセンラブリー 牝3栗 52 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 474－ 21：49．13 145．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，575，200円 複勝： 27，095，700円 枠連： 12，822，000円
馬連： 43，988，900円 馬単： 26，226，200円 ワイド： 22，940，300円
3連複： 55，983，900円 3連単： 94，452，100円 計： 307，084，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 150円 � 120円 � 120円 枠 連（2－8） 670円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 270円 �� 310円 �� 190円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 計 235752 的中 � 24538（4番人気）
複勝票数 計 270957 的中 � 37252（3番人気）� 68752（1番人気）� 59825（2番人気）
枠連票数 計 128220 的中 （2－8） 14781（2番人気）
馬連票数 計 439889 的中 �� 41295（2番人気）
馬単票数 計 262262 的中 �� 8745（8番人気）
ワイド票数 計 229403 的中 �� 20583（2番人気）�� 17120（3番人気）�� 35087（1番人気）
3連複票数 計 559839 的中 ��� 65140（1番人気）
3連単票数 計 944521 的中 ��� 10953（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．9―43．6―55．8―1：07．8―1：19．9―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スリーアロー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．4．10生 牝4黒鹿 母 ピサノベネチアン 母母 ストームザミント 10戦2勝 賞金 19，500，000円
初出走 JRA

※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 バイタルフォルム号・ピエリーナ号

17058 7月4日 晴 良 （27函館1）第5日 第10競走 ��
��1，800�

え さ ん

恵 山 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

46 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 55 古川 吉洋江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 504＋ 21：48．9 5．6�
34 アドマイヤメテオ 牡4青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466－ 21：49．0� 5．4�
22 ツクバアズマオー 牡4鹿 57 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 464－ 21：49．21	 2．5�
814 キングイマデショウ 牡3鹿 54 丸田 恭介首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 41：49．3� 10．6�
35 
 セプティエーム 牡3芦 54 丸山 元気吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

484－ 21：49．4� 9．8�
611 ラガーギアチェンジ 牡4青鹿57 藤岡 康太奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 486＋ 61：49．61	 98．2�
58 コーラルタワー 牡5黒鹿57 柴山 雄一田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 442－ 4 〃 クビ 25．4	
610 マラムデール 牝4栗 55 吉田 隼人 
サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：49．81 9．7�
11 ヒルノマレット 牡3黒鹿54 田中 健�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 492＋ 41：49．9� 20．1
815 デルマサリーチャン 牝4鹿 55 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 498＋ 41：50．11� 114．8�
47 ディレットリーチェ 牝5栗 55 池添 謙一飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 516＋ 81：50．31	 56．2�
712 コートオブアームズ 牡3鹿 54 四位 洋文 
シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 436－ 81：50．4� 36．0�
713
 ショウナンアイ 牝3栗 52 菱田 裕二国本 哲秀氏 奥村 武 米 Padua Sta-

bles, LLC 464＋ 2 〃 ハナ 115．5�
59 � ジャストヴィークル 牡4鹿 57 三浦 皇成大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518－ 21：50．61	 54．5�
23 マルカライン 牡3栗 54 田中 博康日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 502± 0 〃 ハナ 43．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，431，800円 複勝： 37，098，600円 枠連： 14，770，000円
馬連： 60，745，800円 馬単： 33，794，200円 ワイド： 32，945，700円
3連複： 75，582，200円 3連単： 117，511，800円 計： 398，880，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 190円 � 120円 枠 連（3－4） 1，100円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 690円 �� 300円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 11，780円

票 数

単勝票数 計 264318 的中 � 37191（3番人気）
複勝票数 計 370986 的中 � 54281（2番人気）� 41967（3番人気）� 98307（1番人気）
枠連票数 計 147700 的中 （3－4） 10374（3番人気）
馬連票数 計 607458 的中 �� 21648（6番人気）
馬単票数 計 337942 的中 �� 6869（10番人気）
ワイド票数 計 329457 的中 �� 11097（7番人気）�� 30258（1番人気）�� 24409（2番人気）
3連複票数 計 755822 的中 ��� 38610（1番人気）
3連単票数 計1175118 的中 ��� 7228（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―35．9―48．4―1：00．9―1：13．0―1：24．9―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
14（6，13，15）（5，7，10）－（4，9）－（1，11）－2，12－3，8
11－14，15（6，7）13（5，2）10，9（4，1，8）12，3

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

勝馬の
紹 介

ハ ツ ガ ツ オ �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 Nureyev デビュー 2013．7．7 福島1着

2011．3．2生 牝4鹿 母 グラントアウィッシュ 母母 Wendy’s Daughter 21戦3勝 賞金 34，411，000円
〔制裁〕 マルカライン号の騎手田中博康は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※マルカライン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17059 7月4日 晴 良 （27函館1）第5日 第11競走 ��
��1，200�T V h 杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．7．5以降27．6．28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

テレビ北海道賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：08．0
1：06．5

良
良

33 ウキヨノカゼ 牝5黒鹿53 四位 洋文國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 482－ 21：09．1 36．9�
79 エ ポ ワ ス �7鹿 56 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 486＋ 4 〃 クビ 3．2�
11 ブルーストーン 牝4黒鹿55 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 474＋ 81：09．41� 6．8�
44 ラヴァーズポイント 牝5青鹿53 三浦 皇成三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 500＋ 41：09．5� 5．0�
67 	 ベストルーラー 牡4黒鹿57 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 504＋ 4 〃 クビ 14．3�
55 オレニホレルナヨ 牡6栗 53 田中 健 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 496－121：09．6� 45．3	
56 ワ ー ル ン ガ 牡5栗 54 池添 謙一 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 450－ 21：09．7
 15．4

812	 キョウエイバサラ 牡7芦 53 菱田 裕二田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 522＋ 21：09．8クビ 26．4�
68 ヤ マ ノ レ オ �5栗 55 小林 徹弥山泉千代子氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 486－ 8 〃 クビ 15．5�
22 ワードイズボンド 牡4青 56 藤岡 康太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 546＋ 6 〃 アタマ 4．5
811 ヤマニンプチガトー 牝6栗 53 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 490± 01：09．9クビ 13．1�
710 コンサートレディ 牝6鹿 53 丸田 恭介平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 498＋141：10．85 71．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，219，900円 複勝： 68，704，500円 枠連： 26，243，000円
馬連： 151，491，800円 馬単： 68，809，400円 ワイド： 66，238，300円
3連複： 191，671，800円 3連単： 317，705，700円 計： 939，084，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，690円 複 勝 � 700円 � 150円 � 230円 枠 連（3－7） 6，060円

馬 連 �� 7，190円 馬 単 �� 17，140円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 3，130円 �� 450円

3 連 複 ��� 12，460円 3 連 単 ��� 112，570円

票 数

単勝票数 計 482199 的中 � 10445（10番人気）
複勝票数 計 687045 的中 � 18593（10番人気）� 161666（1番人気）� 73041（4番人気）
枠連票数 計 262430 的中 （3－7） 3356（22番人気）
馬連票数 計1514918 的中 �� 16322（24番人気）
馬単票数 計 688094 的中 �� 3010（58番人気）
ワイド票数 計 662383 的中 �� 7897（25番人気）�� 5142（38番人気）�� 41327（3番人気）
3連複票数 計1916718 的中 ��� 11528（43番人気）
3連単票数 計3177057 的中 ��� 2046（365番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―45．9―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウキヨノカゼ �
�
父 オンファイア �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2012．11．4 東京1着

2010．3．30生 牝5黒鹿 母 アドマイヤダッシュ 母母 シンコウエンジェル 8戦3勝 賞金 74，185，000円

17060 7月4日 晴 良 （27函館1）第5日 第12競走 ��
��2，000�

と う や こ

洞 � 湖 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

57 ゴールドアクター 牡4青鹿57 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 486＋102：02．0 1．9�
710 ヤマニンアルゴシー �5栗 57 丸山 元気土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 456＋ 42：02．32 55．0�
11 メイショウブシン 牡5鹿 57 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 472＋ 82：02．4クビ 14．0�
812 インナーアージ 牝5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 456± 0 〃 クビ 12．4�
45 	 アメリカンダイナー �6鹿 57 三浦 皇成吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

472－ 62：02．5クビ 41．3�
33 ヤマニンプードレ 牝5芦 55 黛 弘人土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 470－ 2 〃 クビ 42．9	
22 
 メイショウテッサイ 牡7鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 494＋ 2 〃 ハナ 29．3

68 ヤマイチパートナー 牡5栗 57 古川 吉洋坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 510＋ 6 〃 アタマ 7．0�
813 フォントルロイ 牡6鹿 57 岩田 康誠大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 506± 02：02．6� 29．5�
69 サトノフェラーリ 牡4鹿 57 四位 洋文里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468± 02：02．7� 3．8
56 マイティースコール 牡7栗 57 菱田 裕二小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 22：02．8� 97．0�
44 ヒルノドンカルロ 牡5青鹿57 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B512－102：03．01 21．9�
711 モンプレジール 牡5鹿 57 長岡 禎仁平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B454＋ 42：03．85 308．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，361，700円 複勝： 57，984，300円 枠連： 23，855，000円
馬連： 94，333，200円 馬単： 50，033，000円 ワイド： 54，673，800円
3連複： 120，770，100円 3連単： 212，551，200円 計： 657，562，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 750円 � 330円 枠 連（5－7） 4，340円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 550円 �� 4，710円

3 連 複 ��� 10，280円 3 連 単 ��� 35，560円

票 数

単勝票数 計 433617 的中 � 175273（1番人気）
複勝票数 計 579843 的中 � 168245（1番人気）� 14270（11番人気）� 38077（5番人気）
枠連票数 計 238550 的中 （5－7） 4251（14番人気）
馬連票数 計 943332 的中 �� 16782（15番人気）
馬単票数 計 500330 的中 �� 6968（19番人気）
ワイド票数 計 546738 的中 �� 8584（15番人気）�� 27424（6番人気）�� 2830（43番人気）
3連複票数 計1207701 的中 ��� 8804（36番人気）
3連単票数 計2125512 的中 ��� 4333（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．9―49．5―1：02．1―1：14．4―1：26．7―1：38．6―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドアクター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キョウワアリシバ デビュー 2013．11．24 東京7着

2011．5．18生 牡4青鹿 母 ヘイロンシン 母母 ハッピーヒエン 10戦4勝 賞金 91，751，000円



（27函館1）第5日 7月4日（土曜日） 晴一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 154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

183，870，000円
3，140，000円
9，680，000円
1，350，000円
15，880，000円
57，188，500円
4，004，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
291，067，800円
448，475，400円
143，297，100円
605，069，000円
343，030，000円
328，926，000円
780，415，600円
1，319，886，800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 4，260，167，700円

総入場人員 4，409名 （有料入場人員 3，825名）
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