
20037 7月19日 小雨 良 （27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

44 コスモフレンチ 牡2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋 義浩 476± 01：12．0 3．8�
33 ダノンキャップ 牡2栗 54 柴山 雄一�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510－ 6 〃 クビ 2．6�
22 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 424－ 21：12．1クビ 5．5�
810 ヤマカツサファイヤ 牝2青鹿54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 496－ 41：12．42 4．2�
11 グリーンバシリスク 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 470－ 41：12．5� 60．1	
77 キサナドゥー 牝2栗 54 村田 一誠加納 大志氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 402± 01：12．6� 173．2

78 サ サ メ ユ キ 牝2鹿 54 菱田 裕二石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 川端 英幸 452－ 41：13．02� 54．8�
66 ビ バ ラ ビ ダ 牝2鹿 54 吉田 隼人桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 454－ 4 〃 クビ 12．7�
89 アイシーザライト 牝2栗 54 水口 優也�高橋ファーム 湯窪 幸雄 平取 赤石牧場 402－101：13．1クビ 212．1
55 コスモライフワーク 牡2鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 61：13．84 57．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，823，000円 複勝： 23，199，300円 枠連： 5，896，900円
馬連： 32，603，700円 馬単： 23，323，200円 ワイド： 17，161，500円
3連複： 43，509，800円 3連単： 82，277，600円 計： 247，795，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（3－4） 560円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 220円 �� 280円 �� 320円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 198230 的中 � 43514（2番人気）
複勝票数 計 231993 的中 � 54958（2番人気）� 57401（1番人気）� 37758（4番人気）
枠連票数 計 58969 的中 （3－4） 8080（2番人気）
馬連票数 計 326037 的中 �� 46973（1番人気）
馬単票数 計 233232 的中 �� 15846（3番人気）
ワイド票数 計 171615 的中 �� 21489（1番人気）�� 15086（4番人気）�� 12689（5番人気）
3連複票数 計 435098 的中 ��� 36085（2番人気）
3連単票数 計 822776 的中 ��� 14435（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．9―48．3―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモフレンチ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ブラックタキシード デビュー 2015．7．5 函館3着

2013．5．1生 牡2栗 母 プ ン タ ー レ 母母 コーリンビビアン 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※ササメユキ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20038 7月19日 小雨 良 （27函館2）第4日 第2競走 ��1，000�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
57．7
56．9

重
重

22 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 466＋ 21：00．0 2．5�
67 カワキタキャッスル 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太川島 吉男氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 470－ 61：00．42� 6．0�
55 モンサンナシーラ 牡3栗 56 三浦 皇成山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 500－18 〃 クビ 6．2�
812 ビップヘラクレス 牡3栗 56 松田 大作鈴木 邦英氏 田島 俊明 様似 様似堀牧場 452± 01：00．5クビ 10．5�
33 ワンダーグロワール 牡3鹿 56 田中 博康山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 486± 01：00．71� 11．3�
11 デルマヨタロウ 牡3栗 56 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 480＋ 4 〃 クビ 34．1�
56 サンマーシャル 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 中野 栄治 日高 日西牧場 406－ 21：01．01� 51．1	
79 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 446－ 41：01．21� 100．8

44 ハクサンゲイン 牡3栗 56 丸田 恭介篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム B454± 01：01．3� 153．5�
710 タマノバベル 牡3鹿 56 藤岡 康太玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：01．51� 15．1�
68 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 B426＋ 21：01．71� 15．9
811 カ ナ リ 牝3鹿 54 田辺 裕信井上 一郎氏 伊藤 大士 浦河 日の出牧場 B480＋ 21：07．7大差 6．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，123，200円 複勝： 25，660，100円 枠連： 7，522，400円
馬連： 32，331，300円 馬単： 22，813，700円 ワイド： 19，631，300円
3連複： 44，560，900円 3連単： 65，853，300円 計： 236，496，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 220円 � 170円 枠 連（2－6） 860円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 480円 �� 290円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 8，460円

票 数

単勝票数 計 181232 的中 � 57632（1番人気）
複勝票数 計 256601 的中 � 64382（1番人気）� 23888（4番人気）� 35997（2番人気）
枠連票数 計 75224 的中 （2－6） 6737（3番人気）
馬連票数 計 323313 的中 �� 21496（4番人気）
馬単票数 計 228137 的中 �� 9336（6番人気）
ワイド票数 計 196313 的中 �� 10233（4番人気）�� 18802（1番人気）�� 6391（7番人気）
3連複票数 計 445609 的中 ��� 18658（4番人気）
3連単票数 計 658533 的中 ��� 5641（10番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．2―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―35．1―47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F37．1
3 ・（11，12）－（3，7）2（1，10）5（4，8）－（6，9） 4 12，11，3（7，2）1（5，10）－（4，8）（6，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゼ ク ト �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2015．3．7 阪神6着

2012．2．4生 牝3黒鹿 母 スターオブジェンヌ 母母 アイテイマリー 5戦1勝 賞金 8，390，000円
〔制裁〕 ワンダーグロワール号の騎手田中博康は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番）

アグネスファイン号の騎手小林徹弥は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 カナリ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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〕 カナリ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年8月19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。
（非当選馬） 2頭 マジックベル号・ラインチャーミー号

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２回 函館競馬 第４日



20039 7月19日 曇 良 （27函館2）第4日 第3競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走10時50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

68 トーセンモバイル 牡3鹿 56 田辺 裕信島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B484＋ 41：47．6 13．7�
812 ヒロノカマオレ 牡3栗 56 菱田 裕二守内ひろ子氏 牧田 和弥 浦河 猿橋 義昭 B488＋ 21：47．7� 9．8�
11 クロイツェル 牡3黒鹿56 武 豊 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484－ 21：47．91� 1．5�
811 ハヤブサゲッツ 牡3黒鹿56 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476± 01：48．11 9．7�
55 マイネルヴォーダン 牡3栗 56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 B500－18 〃 クビ 10．9

79 ゼ ト ス 牡3青鹿56 柴山 雄一杉澤 光雄氏 田中 章博 新冠 川島牧場 460± 01：48．2クビ 10．2�
710 スズカノーチラス 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 434± 01：48．3� 100．2�
67 トゥラクレス 牡3鹿 56 岩田 康誠	ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524＋ 61：48．72� 27．5
56 ベルシルエット 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 428－ 41：49．97 220．9�
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 498＋ 41：50．43 114．7�
22 	 エルブダムール 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 誠氏 中竹 和也 米 Whisper Hill

Farm LLC 486＋ 41：51．57 10．4�
33 ノーススウェル 牝3黒鹿54 小林 徹弥 �ダイヤモンドファーム 浅野洋一郎 浦河 北俣牧場 404＋ 21：54．6大差 374．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，567，700円 複勝： 47，725，500円 枠連： 7，938，600円
馬連： 34，823，400円 馬単： 25，701，600円 ワイド： 20，778，400円
3連複： 45，500，500円 3連単： 85，206，900円 計： 290，242，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 210円 � 200円 � 110円 枠 連（6－8） 1，920円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 14，910円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 480円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 44，410円

票 数

単勝票数 計 225677 的中 � 13157（7番人気）
複勝票数 計 477255 的中 � 26368（5番人気）� 28189（4番人気）� 287780（1番人気）
枠連票数 計 79386 的中 （6－8） 3198（7番人気）
馬連票数 計 348234 的中 �� 4618（23番人気）
馬単票数 計 257016 的中 �� 1292（50番人気）
ワイド票数 計 207784 的中 �� 3755（18番人気）�� 11330（5番人気）�� 16092（2番人気）
3連複票数 計 455005 的中 ��� 10882（16番人気）
3連単票数 計 852069 的中 ��� 1391（127番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．7―12．5―12．9―13．0―13．2―13．1―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―29．7―42．2―55．1―1：08．1―1：21．3―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンモバイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2014．11．2 東京15着

2012．5．1生 牡3鹿 母 トーセンリリー 母母 ミデオンレディー 10戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーススウェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月19日まで平地競

走に出走できない。

20040 7月19日 曇 良 （27函館2）第4日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時20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

36 ミッキーポーチ 牝3鹿 54 M．デムーロ野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：03．3 2．6�
12 ダブルフラワー 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 476－ 4 〃 クビ 7．4�
611 エ ア ル ナ 牝3栗 54 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 394＋ 22：03．51� 18．2�
816 グリーンゼファー 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：03．6クビ 8．2�
23 ラナチュール 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 408＋14 〃 クビ 12．6	
35 サ ル ガ ッ ソ 牝3鹿 54 丸山 元気岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 440－ 62：03．7クビ 69．0

47 メイショウデコイ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 432± 02：03．91� 71．4�
815 ビセックスタイル 牝3栗 54 武 豊前田 幸治氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 42：04．21� 10．4�
24 スマートシャイン 牝3栗 54 田中 健大川 徹氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 412－ 22：04．3� 49．6
59 ヒャッカノサキガケ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 386± 02：04．51� 102．2�

510 アマラントカット 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 408＋ 2 〃 クビ 27．4�
48 ミュトスレディ 牝3鹿 54 池添 謙一小村アセットM� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 462－ 42：04．6クビ 53．4�
11 ク レ オ ー ル 牝3栗 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 448＋142：04．7� 15．9�
612 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± 0 〃 クビ 55．1�
714 ハ マ ギ ク 牝3黒鹿54 藤田 伸二井上 一郎氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 484＋182：05．23 5．7�
713 トドロキキシボジン 牝3鹿 54 勝浦 正樹原田昭太郎氏 古賀 史生 新冠 コスモヴューファーム 510＋ 62：07．1大差 40．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，787，500円 複勝： 29，739，900円 枠連： 11，279，600円
馬連： 35，319，200円 馬単： 20，286，600円 ワイド： 22，885，100円
3連複： 52，081，500円 3連単： 64，470，600円 計： 256，850，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 200円 � 360円 枠 連（1－3） 820円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 490円 �� 900円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 6，180円 3 連 単 ��� 24，150円

票 数

単勝票数 計 207875 的中 � 62133（1番人気）
複勝票数 計 297399 的中 � 63025（1番人気）� 37222（2番人気）� 16883（7番人気）
枠連票数 計 112796 的中 （1－3） 10594（2番人気）
馬連票数 計 353192 的中 �� 19784（3番人気）
馬単票数 計 202866 的中 �� 6809（4番人気）
ワイド票数 計 228851 的中 �� 12746（2番人気）�� 6400（7番人気）�� 4030（17番人気）
3連複票数 計 520815 的中 ��� 6312（14番人気）
3連単票数 計 644706 的中 ��� 1935（50番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．6―13．0―13．0―12．0―12．1―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�
12．5―23．6―36．2―49．2―1：02．2―1：14．2―1：26．3―1：38．7―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーポーチ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．3．21 中京5着

2012．3．28生 牝3鹿 母 ウエストコースト 母母 ビーポジティブ 5戦1勝 賞金 7，550，000円



20041 7月19日 曇 良 （27函館2）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時10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
1：51．0
1：45．9

良
良

33 アドマイヤエイカン 牡2鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496 ―1：55．1 3．6�
811 ジョルジュサンク 牡2栗 54 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 500 ―1：55．52� 10．3�
78 ショウザイシンホー 牡2黒鹿54 三浦 皇成小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 492 ― 〃 クビ 12．4�

（ショウザイシンボウ）

44 ピンクアゲート 牝2鹿 54 武 豊ディアレスト 高橋 義忠 浦河 小島牧場 458 ―1：55．6� 4．6�
55 カ ラ ク プ ア 牡2黒鹿54 M．デムーロ�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム 482 ―1：56．34 7．0�
67 レディーカガ 牝2鹿 54 柴山 雄一香川 憲次氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 494 ―1：56．4� 24．3	
810 ハンキードーリ 牝2黒鹿54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 470 ―1：56．5クビ 100．1

66 ウインマッキンリー 牡2栗 54 黛 弘人�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 482 ―1：56．6� 75．4�
22 サトノアルカディア 牡2黒鹿54 藤岡 康太里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 492 ―1：56．8� 3．7�
79 サクセスボーイ 牡2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 458 ― 〃 ハナ 73．1
11 マイネルアクティヴ 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 日高 大江牧場 422 ―1：57．01� 31．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，657，600円 複勝： 21，900，800円 枠連： 6，871，100円
馬連： 34，726，300円 馬単： 21，906，300円 ワイド： 18，720，400円
3連複： 42，036，100円 3連単： 75，117，100円 計： 244，935，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 280円 � 280円 枠 連（3－8） 1，530円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 760円 �� 700円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 18，140円

票 数

単勝票数 計 236576 的中 � 55108（1番人気）
複勝票数 計 219008 的中 � 45682（2番人気）� 17732（6番人気）� 18050（5番人気）
枠連票数 計 68711 的中 （3－8） 3475（5番人気）
馬連票数 計 347263 的中 �� 15671（7番人気）
馬単票数 計 219063 的中 �� 5657（13番人気）
ワイド票数 計 187204 的中 �� 6356（10番人気）�� 6925（9番人気）�� 4633（15番人気）
3連複票数 計 420361 的中 ��� 7177（16番人気）
3連単票数 計 751171 的中 ��� 3001（64番人気）

ハロンタイム 12．8―12．8―14．0―13．9―13．4―13．1―12．2―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．6―39．6―53．5―1：06．9―1：20．0―1：32．2―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤエイカン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2013．3．21生 牡2鹿 母 ペルヴィアンリリー 母母 ラスティックベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20042 7月19日 曇 良 （27函館2）第4日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時40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

22 ダンツレガリア 牡3青 56 武 豊山元 哲二氏 本田 優 浦河 ガーベラパー
クスタツド 442－ 41：10．8 3．5�

56 バニラマカロン 牝3芦 54
51 ▲加藤 祥太�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B468－ 2 〃 ハナ 10．3�

11 スーパープリンセス 牝3栗 54 田中 博康田島 政光氏 今野 貞一 日高 モリナガファーム 440－ 2 〃 クビ 7．4�
69 ダ ン ヴ ィ ル 牡3鹿 56

53 ▲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 B452－ 21：10．9クビ 3．6�

812 エイプリルラヴ 牝3黒鹿54 吉田 隼人�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 410± 01：11．0� 13．3	
711 サクラデスティーノ 牡3黒鹿56 村田 一誠�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 西村 和夫 506－ 41：11．1クビ 61．6

68 キャロライン 牡3栗 56 M．デムーロ北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 486＋ 2 〃 クビ 4．1�
57 ラビットボーテ 牝3黒鹿54 黛 弘人西村 静子氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 428＋ 6 〃 アタマ 43．2�
710 サ ク ヤ ヒ メ 牝3鹿 54 田中 健磯波 勇氏 田中 章博 登別 登別上水牧場 442± 01：11．2クビ 195．8
45 アサクサキンボシ 牡3黒鹿56 杉原 誠人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 クビ 119．6�
33 ナ ミ カ ゼ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹松岡 孝一氏 加藤 和宏 新冠 芳住 鉄兵 414－ 21：11．3クビ 108．0�
44 � フ レ ズ ノ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �シルクレーシング 古賀 慎明 独 Graf u. Grafin

v. Stauffenberg 486 ―1：11．4� 16．2�
813 ナイスポジション 牡3鹿 56 丹内 祐次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 466－ 21：11．61	 46．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，338，400円 複勝： 22，803，900円 枠連： 10，234，600円
馬連： 33，222，400円 馬単： 18，887，900円 ワイド： 18，682，100円
3連複： 42，296，600円 3連単： 62，872，500円 計： 227，338，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 310円 � 190円 枠 連（2－5） 2，230円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 730円 �� 540円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 23，820円

票 数

単勝票数 計 183384 的中 � 41651（1番人気）
複勝票数 計 228039 的中 � 44208（1番人気）� 15685（6番人気）� 31383（4番人気）
枠連票数 計 102346 的中 （2－5） 3553（9番人気）
馬連票数 計 332224 的中 �� 13098（8番人気）
馬単票数 計 188879 的中 �� 4469（12番人気）
ワイド票数 計 186821 的中 �� 6590（10番人気）�� 9354（4番人気）�� 3344（16番人気）
3連複票数 計 422966 的中 ��� 6264（15番人気）
3連単票数 計 628725 的中 ��� 1913（75番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．9―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―46．4―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツレガリア �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2015．3．15 阪神3着

2012．4．24生 牡3青 母 ミスイースター 母母 イングリッシュホーマー 6戦1勝 賞金 6，590，000円
※出走取消馬 サワヤカムスメ号（疾病〔左肩跛行〕のため）



20043 7月19日 曇 良 （27函館2）第4日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000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 � ウチデノコヅチ 牝3栗 52 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 小河 豊水 452＋ 6 58．7 4．1�
812 クリノリーソクツモ 牝3鹿 52

49 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 444＋ 4 59．23 3．5�
67 キースカーフ 牝3鹿 52 菱田 裕二北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 448＋ 4 〃 クビ 4．3�
11 ボストンビリーヴ 牝5栗 55 松田 大作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450－ 2 〃 クビ 10．9�
33 ア ヴ ァ ー ル 牝4栗 55 藤田 伸二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 458－ 2 59．3� 21．0�
710 マダムアグライア 牝4鹿 55 三浦 皇成髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 504－ 2 59．93� 21．0	
55 � ブロンズテーラー 牝4青鹿55 丹内 祐次中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 444＋10 〃 ハナ 68．3

56 オーガンディー 牝4芦 55

52 ▲井上 敏樹栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 2 〃 クビ 53．5�
22 � ノ イ 牝5鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 41：00．0クビ 37．9�
68 � ゴッドマザー 牝4栗 55 柴山 雄一寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 448＋ 6 〃 クビ 60．5
811 エ ゴ イ ス ト 牝4鹿 55

52 ▲加藤 祥太田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 504＋ 21：00．1� 5．2�
44 � ワイエムテイラー 牝4鹿 55 藤岡 康太�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 B498－ 61：00．31 24．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，954，000円 複勝： 26，184，100円 枠連： 10，857，500円
馬連： 36，372，500円 馬単： 20，499，000円 ワイド： 19，512，600円
3連複： 49，084，900円 3連単： 74，659，000円 計： 257，123，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 140円 � 170円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 370円 �� 380円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 199540 的中 � 38511（2番人気）
複勝票数 計 261841 的中 � 41295（3番人気）� 50926（1番人気）� 37565（4番人気）
枠連票数 計 108575 的中 （7－8） 21587（1番人気）
馬連票数 計 363725 的中 �� 35818（1番人気）
馬単票数 計 204990 的中 �� 10200（1番人気）
ワイド票数 計 195126 的中 �� 13172（3番人気）�� 13080（4番人気）�� 14959（1番人気）
3連複票数 計 490849 的中 ��� 26164（3番人気）
3連単票数 計 746590 的中 ��� 7922（9番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．7―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．8―34．5―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウチデノコヅチ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 More Than Ready

2012．2．27生 牝3栗 母 シーキングドーラ 母母 Seeking Triones 10戦1勝 賞金 13，440，000円
地方デビュー 2014．7．10 門別

20044 7月19日 曇 良 （27函館2）第4日 第8競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走13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 7，500，000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

55 コパノチャーリー 牡3栗 54 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 512＋101：45．6 2．5�
79 ペ ア ン 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹上野 直樹氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム B514－ 21：46．34 4．2�
22 タマノベレッツァ 牝3黒鹿52 M．デムーロ玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 464＋ 2 〃 クビ 21．1�
56 エイユービリオネア 牡4栗 57 池添 謙一笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 454＋ 41：46．4� 8．6�
11 シ ッ プ ウ 	4黒鹿57 吉田 隼人 �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 480－ 81：46．5クビ 20．4�
68 ヤマイチキセキ 牡3鹿 54

51 ▲加藤 祥太坂本 肇氏 山内 研二 森 笹川大晃牧場 476－ 61：46．71
 18．4	
710 ダノンドリーム 牡6青鹿 57

54 ▲城戸 義政�ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：46．8� 160．2

811 コスモラヴモア 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 496＋ 41：46．9� 29．9�
67 セフティーエムアイ 牡4鹿 57 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 464－ 6 〃 ハナ 22．2
33 インテグラード 牡4青鹿57 黛 弘人�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474－101：47．32� 24．0�
44 バ リ キ 牡3栗 54 武 豊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 446± 01：47．93� 4．6�
812 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 468－ 41：48．0� 47．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，087，200円 複勝： 28，427，300円 枠連： 9，965，000円
馬連： 43，846，100円 馬単： 27，143，000円 ワイド： 24，916，400円
3連複： 56，909，600円 3連単： 92，331，500円 計： 309，626，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 180円 � 370円 枠 連（5－7） 530円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 340円 �� 740円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 12，240円

票 数

単勝票数 計 260872 的中 � 80759（1番人気）
複勝票数 計 284273 的中 � 64531（1番人気）� 42413（3番人気）� 14489（7番人気）
枠連票数 計 99650 的中 （5－7） 14343（1番人気）
馬連票数 計 438461 的中 �� 50059（1番人気）
馬単票数 計 271430 的中 �� 20039（1番人気）
ワイド票数 計 249164 的中 �� 20859（2番人気）�� 8363（7番人気）�� 2970（25番人気）
3連複票数 計 569096 的中 ��� 9784（13番人気）
3連単票数 計 923315 的中 ��� 5467（19番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．0―12．7―12．7―12．2―12．7―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．3―43．0―55．7―1：07．9―1：20．6―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノチャーリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2014．12．6 中山5着

2012．3．2生 牡3栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 11戦2勝 賞金 25，250，000円



20045 7月19日 曇 良 （27函館2）第4日 第9競走 ��
��1，200�

し も き た は ん と う

下 北 半 島 特 別
発走14時15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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

510� イ ッ テ ツ 牡3鹿 54 武 豊林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-
stown Stud 478＋161：09．3 13．4�

59 	 ホ ス ト 牡4黒鹿57 丹内 祐次内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 518－101：09．4
 5．6�
815 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 57 菱田 裕二加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 476＋ 21：09．61� 5．2�
713 アミーキティア 牝3栗 52 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 21：09．7クビ 10．6�
24 � エクシードリミッツ 牝3栗 52 三浦 皇成吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney

Foods Ltd 472＋ 2 〃 ハナ 5．0�
35 イ キ オ イ 牡3鹿 54 藤田 伸二西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 444＋ 61：09．91� 13．5	
714 ケイリンボス 牡4栗 57 藤岡 康太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 508－121：10．0クビ 8．8

23 スパイスシャワー 牝4鹿 55 田中 博康下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 462＋ 2 〃 クビ 106．0�
612 ステイブレイズ 牝4鹿 55 川田 将雅 �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 470－ 2 〃 ハナ 22．3
48 インストアイベント 牡5栗 57 M．デムーロ �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494＋141：10．1クビ 7．5�
611	 クリノバトゥーラ 牝5黒鹿55 岩田 康誠栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 中村 和夫 460＋ 41：10．31� 26．2�
11 トーセンペンタゴン 牡3青 54 木幡 初広島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B472－ 4 〃 クビ 42．2�
47 	 ケージーサクランボ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 454＋16 〃 ハナ 87．2�
12 	 メイショウトキムネ 牡4鹿 57 加藤 祥太松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：10．4クビ 56．4�
816� サウンドターゲット 牡4鹿 57 四位 洋文増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 470± 01：10．5� 32．2�
36 � ヘニースウィフト 牡3栗 54 柴山 雄一窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 Clear Creek

Stud LLC 480＋121：10．6� 45．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，551，700円 複勝： 43，489，800円 枠連： 17，625，100円
馬連： 65，325，000円 馬単： 33，348，200円 ワイド： 36，988，000円
3連複： 92，001，300円 3連単： 120，412，500円 計： 437，741，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 440円 � 210円 � 170円 枠 連（5－5） 4，130円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 1，790円 �� 600円

3 連 複 ��� 9，230円 3 連 単 ��� 62，170円

票 数

単勝票数 計 285517 的中 � 17031（7番人気）
複勝票数 計 434898 的中 � 20303（8番人気）� 55197（3番人気）� 79482（1番人気）
枠連票数 計 176251 的中 （5－5） 3306（19番人気）
馬連票数 計 653250 的中 �� 12386（17番人気）
馬単票数 計 333482 的中 �� 2865（39番人気）
ワイド票数 計 369880 的中 �� 5076（22番人気）�� 5153（21番人気）�� 16932（2番人気）
3連複票数 計 920013 的中 ��� 7475（24番人気）
3連単票数 計1204125 的中 ��� 1404（189番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イ ッ テ ツ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．8．24 札幌3着

2012．3．2生 牡3鹿 母 Temple Street 母母 Echoes 6戦2勝 賞金 17，685，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エクスシア号・クインスウィーティ号・プライマリーコード号・ブリッツカイザー号・ランパスキャット号

20046 7月19日 曇 良 （27函館2）第4日 第10競走 ��
��1，700�

お し ま

渡 島 特 別
発走14時50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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

711 ルファルシオン 牡4芦 57 M．デムーロ �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 492－121：44．0 6．5�
57 マイネルオフィール 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B482＋ 21：44．32 10．6�
11 カ ン デ ラ 牝3黒鹿52 岩田 康誠ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B476＋ 41：44．51� 2．2�
710 リバーソウル 牡4黒鹿57 田中 健林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462± 01：44．92	 53．8�
56 セトノプロミス 牡5鹿 57 柴山 雄一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 498± 0 〃 アタマ 8．8�
69 メイショウホウトウ 牡4青鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 488－ 61：45．0クビ 42．4	
813 メイショウスミトモ 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470± 0 〃 クビ 5．3

33 
 ミキノハルモニー 牡4栃栗57 城戸 義政谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 458＋ 41：45．1クビ 64．0�
22 
 マヤノカデンツァ 牡6栗 57 菱田 裕二田所 英子氏 西村 真幸 新冠 村田牧場 B480＋ 2 〃 クビ 36．3�
68 ハイパーチャージ �5鹿 57 吉田 隼人池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 502＋ 61：45．3� 18．1
812 ライオンズバイツ 牡5鹿 57 四位 洋文黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green

Gates Farm 480＋ 8 〃 ハナ 19．7�
45 ツクバホシノオー 牡4鹿 57 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 ハナ 19．3�
44 ウエスタンオウジ 牡5鹿 57 田辺 裕信西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 508＋201：48．2大差 85．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，214，600円 複勝： 51，196，800円 枠連： 20，174，900円
馬連： 90，169，700円 馬単： 45，744，000円 ワイド： 44，358，900円
3連複： 117，259，900円 3連単： 180，762，000円 計： 590，880，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 300円 � 130円 枠 連（5－7） 1，490円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 450円 �� 720円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 41，560円

票 数

単勝票数 計 412146 的中 � 50129（3番人気）
複勝票数 計 511968 的中 � 55285（4番人気）� 33800（5番人気）� 140585（1番人気）
枠連票数 計 201749 的中 （5－7） 10455（6番人気）
馬連票数 計 901697 的中 �� 19374（14番人気）
馬単票数 計 457440 的中 �� 5577（24番人気）
ワイド票数 計 443589 的中 �� 9131（17番人気）�� 27067（3番人気）�� 15535（7番人気）
3連複票数 計1172599 的中 ��� 21750（9番人気）
3連単票数 計1807620 的中 ��� 3153（139番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．6―12．3―12．4―12．3―12．7―12．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．4―41．7―54．1―1：06．4―1：19．1―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルファルシオン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．18 小倉2着

2011．3．5生 牡4芦 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 16戦4勝 賞金 62，931，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダテノハクトラ号・ワイルドドラゴン号



20047 7月19日 曇 良 （27函館2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第51回農林水産省賞典 函館記念（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，26．7．19以降27．7．12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

農林水産大臣賞・函館市長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

35 ダービーフィズ 牡5栗 54 岩田 康誠 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 448－ 61：59．1 6．4�
23 ハギノハイブリッド 牡4栗 56 藤岡 康太日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 446－ 6 〃 アタマ 27．5�
11 ヤマカツエース 牡3栗 53 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 478－101：59．73� 16．5�
611 エアソミュール 牡6黒鹿57．5 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496± 01：59．8� 3．9�
713� レッドレイヴン 牡5青鹿56 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 518＋ 42：00．33 6．8	
815 ツクバコガネオー 	7栗 54 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 534＋ 4 〃 アタマ 173．9

48 ア ー デ ン ト 牡6芦 56 武 豊 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 22：00．51
 16．7�
816 マイネルミラノ 牡5栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B478＋ 22：00．6� 5．8�
714 ヴァーゲンザイル 	7黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 クビ 50．9
47 ラブイズブーシェ 牡6黒鹿57 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 460± 02：00．7� 11．9�
612 デウスウルト 	7黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470± 02：01．12� 6．6�
510 リ ベ ル タ ス 牡7鹿 54 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 502－ 22：01．73� 24．6�
12 サイモントルナーレ 牡9栗 49 井上 敏樹澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 B454－ 22：02．01� 256．2�
24 エックスマーク 牡6鹿 55 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：02．1� 27．8�
59 ホーカーテンペスト 牡6栗 54 四位 洋文 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B506－ 42：03．27 70．4�
36 サトノプライマシー 	6鹿 55 丸山 元気里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 532＋ 62：06．2大差 71．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 195，211，600円 複勝： 263，205，900円 枠連： 155，024，600円
馬連： 751，082，000円 馬単： 320，765，800円 ワイド： 314，406，700円
3連複： 1，221，277，600円 3連単： 1，940，759，200円 計： 5，161，733，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 270円 � 640円 � 500円 枠 連（2－3） 3，520円

馬 連 �� 8，120円 馬 単 �� 12，920円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 1，400円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 27，810円 3 連 単 ��� 124，990円

票 数

単勝票数 計1952116 的中 � 241646（3番人気）
複勝票数 計2632059 的中 � 288408（3番人気）� 100451（11番人気）� 131409（8番人気）
枠連票数 計1550246 的中 （2－3） 34130（16番人気）
馬連票数 計7510820 的中 �� 71679（36番人気）
馬単票数 計3207658 的中 �� 18611（52番人気）
ワイド票数 計3144067 的中 �� 32215（40番人気）�� 59160（14番人気）�� 17777（56番人気）
3連複票数 計12212776 的中 ��� 32928（111番人気）
3連単票数 計19407592 的中 ��� 11257（475番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―11．7―12．0―11．9―11．8―12．1―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―34．9―46．6―58．6―1：10．5―1：22．3―1：34．4―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダービーフィズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．7 東京2着

2010．2．24生 牡5栗 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ 25戦5勝 賞金 141，941，000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 サクラボールド号

20048 7月19日 曇 良 （27函館2）第4日 第12競走 ��
��2，600�

ほっかい

北海ハンデキャップ
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．7．19以降27．7．12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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

710 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 506－ 42：42．7 8．4�
69 サトノメサイア 牡3青鹿54 岩田 康誠里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 516＋ 6 〃 クビ 2．3�
68 � デ ィ ル ガ 牝4栗 53 川田 将雅前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 464＋182：43．02 15．9�
813 メイショウブシン 牡5鹿 56 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 472± 02：43．31� 5．1�
22 ヤマニンプードレ 牝5芦 52 黛 弘人土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 474＋ 42：43．4	 29．0�
812 スズカヴァンガード 
4栗 57．5 田辺 裕信永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 478± 02：43．61� 18．5�
11 トーセンワープ 牡5鹿 54 嶋田 純次島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 438－10 〃 ハナ 38．9

711 シークレットパス 牡4芦 54 木幡 初広岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 464＋122：43．7クビ 9．4�
33 ディープストーリー 牝5青 52 柴山 雄一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448＋142：43．91	 20．2
57 � アルティスト 牡8鹿 50 加藤 祥太塩入 満洋氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 478＋ 4 〃 クビ 131．5�
45 デリッツァリモーネ 牡4鹿 56 菱田 裕二 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474－ 42：44．11� 68．8�
56 ゴッドフロアー 牝5鹿 52 四位 洋文広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 512＋122：44．31� 20．0�
44 キングブレイク 牡6栗 56 藤岡 康太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 522＋ 22：44．4� 9．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，689，600円 複勝： 77，103，400円 枠連： 27，599，000円
馬連： 123，753，300円 馬単： 66，761，900円 ワイド： 68，400，900円
3連複： 166，358，000円 3連単： 294，464，500円 計： 891，130，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 190円 � 130円 � 380円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，770円 �� 830円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 40，600円

票 数

単勝票数 計 666896 的中 � 63304（3番人気）
複勝票数 計 771034 的中 � 101402（3番人気）� 195463（1番人気）� 37747（7番人気）
枠連票数 計 275990 的中 （6－7） 42376（2番人気）
馬連票数 計1237533 的中 �� 91905（2番人気）
馬単票数 計 667619 的中 �� 16512（7番人気）
ワイド票数 計 684009 的中 �� 46496（2番人気）�� 9244（23番人気）�� 20710（7番人気）
3連複票数 計1663580 的中 ��� 20884（17番人気）
3連単票数 計2944645 的中 ��� 5258（117番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．0―12．8―12．7―12．9―12．9―13．0―12．8―12．2―12．0―11．9―12．3

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―24．2―37．2―50．0―1：02．7―1：15．6―1：28．5―1：41．5―1：54．3―2：06．5―2：18．5―2：30．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマイチパートナー �
�
父 サムライハート �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．11．25 京都5着

2010．4．24生 牡5栗 母 トップペンダント 母母 ス プ リ ー ム 28戦4勝 賞金 81，499，000円

３レース目



（27函館2）第4日 7月19日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

239，600，000円
2，080，000円
7，600，000円
2，150，000円
21，780，000円
59，309，500円
4，328，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
501，006，100円
660，636，800円
290，989，300円
1，313，574，900円
647，181，200円
626，442，300円
1，972，876，700円
3，139，186，700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 9，151，894，000円

総入場人員 9，438名 （有料入場人員 8，169名）
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