
20061 7月26日 小雨 稍重 （27函館2）第6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

68 スノードリーム 牝2芦 54 田中 博康三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 444－ 41：12．0 7．8�
11 コウセイカルメン 牝2鹿 54 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 380± 0 〃 ハナ 4．5�
710 アッラサルーテ 牝2栗 54 池添 謙一吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 446－ 6 〃 クビ 2．2�
45 スウィーティー 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 430＋ 41：12．31� 42．7�
56 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 442＋ 21：12．5� 10．7�
33 ピエナクルーズ 牡2鹿 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 434－101：13．13� 15．7�
57 ビップフウマ 牡2鹿 54 柴山 雄一鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 496－ 61：13．31	 39．6	
69 マ ー チ ン 牝2鹿 54 菱田 裕二矢野 和雅氏 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 406＋ 6 〃 クビ 193．1

813 デルマジロキチ 牡2鹿 54 丸山 元気浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 440± 01：13．4� 44．0�
22 アヴァンデセール 牝2黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太岡田 牧雄氏 池上 昌和 日高 三城牧場 398－ 61：13．6� 272．9�
711 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 442＋ 21：14．45 7．0
44 カ タ オ モ イ 牝2鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 428＋ 61：14．71� 244．0�
812 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 460＋ 21：14．8� 121．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，208，400円 複勝： 26，999，300円 枠連： 8，890，800円
馬連： 33，945，600円 馬単： 22，789，200円 ワイド： 21，035，300円
3連複： 48，361，100円 3連単： 81，671，100円 計： 261，900，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 170円 � 140円 � 110円 枠 連（1－6） 2，180円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 610円 �� 330円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 12，660円

票 数

単勝票数 計 182084 的中 � 19666（4番人気）
複勝票数 計 269993 的中 � 29139（4番人気）� 41282（2番人気）� 98315（1番人気）
枠連票数 計 88908 的中 （1－6） 3147（8番人気）
馬連票数 計 339456 的中 �� 11940（8番人気）
馬単票数 計 227892 的中 �� 3498（22番人気）
ワイド票数 計 210353 的中 �� 7863（9番人気）�� 16366（3番人気）�� 22440（2番人気）
3連複票数 計 483611 的中 ��� 31094（2番人気）
3連単票数 計 816711 的中 ��� 4675（36番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．0―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．5―47．5―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノードリーム �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．5 函館4着

2013．2．18生 牝2芦 母 マルカジュリエット 母母 クルーピアレディー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 アッラサルーテ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

20062 7月26日 曇 重 （27函館2）第6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

56 ロックフォール 牡3黒鹿56 松田 大作四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432＋ 2 59．2 6．9�
33 ヌンチェルラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹湯浅 德昭氏 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 494－ 4 〃 アタマ 6．1�
44 デピュートアゲン 牡3鹿 56 丹内 祐次浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B494＋ 2 59．41� 146．9�
67 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 502＋ 2 59．82� 5．7�
710� カルーセルフリック 牡3栗 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 中内田充正 米 Robert McDowell

& Charles DeCou 524＋14 59．9	 2．8�
79 トゥーランドット 牝3栗 54 池添 謙一�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 454＋ 61：00．0クビ 23．0	
812 マジックベル 牝3黒鹿54 田中 健�杵臼牧場 木原 一良 浦河 杵臼牧場 482－ 6 〃 クビ 38．7

68 ヴェルトフリーデン 牡3鹿 56 長岡 禎仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 514－ 41：00．1クビ 100．3�
55 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 460－ 2 〃 クビ 23．3
811 ホッコービフレスト 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 
川 啓一 470± 01：00．2クビ 19．2�
22 ジニアスミノル 牝3鹿 54 藤岡 康太吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 426－ 41：00．83� 4．5�
11 ア レ グ ロ ン �3栗 56

53 ▲城戸 義政栗坂 崇氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 B460－221：01．11	 86．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，762，100円 複勝： 22，202，000円 枠連： 6，304，700円
馬連： 29，562，200円 馬単： 18，500，600円 ワイド： 17，277，000円
3連複： 38，416，100円 3連単： 63，072，000円 計： 211，096，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 200円 � 1，940円 枠 連（3－5） 1，860円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 740円 �� 8，510円 �� 8，070円

3 連 複 ��� 51，350円 3 連 単 ��� 198，810円

票 数

単勝票数 計 157621 的中 � 18263（5番人気）
複勝票数 計 222020 的中 � 33224（4番人気）� 32279（5番人気）� 2208（11番人気）
枠連票数 計 63047 的中 （3－5） 2622（11番人気）
馬連票数 計 295622 的中 �� 10721（10番人気）
馬単票数 計 185006 的中 �� 3460（20番人気）
ワイド票数 計 172770 的中 �� 6384（10番人気）�� 506（49番人気）�� 534（45番人気）
3連複票数 計 384161 的中 ��� 561（96番人気）
3連単票数 計 630720 的中 ��� 230（419番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―35．1―47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロックフォール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2014．6．7 東京10着

2012．3．12生 牡3黒鹿 母 レイクサイドカップ 母母 Tricki Mae 12戦1勝 賞金 13，700，000円

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６日



20063 7月26日 曇 重 （27函館2）第6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

813 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 B448＋ 41：45．2 20．2�
812 ローレルウラノス 牡3栗 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 506－ 41：45．3� 4．1�
710 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 426＋ 21：45．4クビ 10．7�
57 メイショウゲントク 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 456＋ 2 〃 クビ 12．8�
22 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＋ 21：46．46 34．6	
11 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 532－121：47．25 1．9

68 カゼノドリーム 牡3鹿 56 松田 大作深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 B456－ 21：47．3� 51．2�
69 アポロセイバー 牡3鹿 56 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 502－ 81：48．15 73．1�
44 メイショウアルパ 牝3鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 472± 0 〃 クビ 21．8
711 ネオアルカディア 牡3青鹿 56

53 ▲加藤 祥太岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：48．41� 9．4�
56 タツゴウゲキ 牡3鹿 56 藤岡 康太鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 472－ 6 〃 クビ 42．5�
45 キアロディソーレ 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 478－ 81：49．67 236．2�
33 ブライアンキング 牡3鹿 56 菱田 裕二林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 468＋ 2 （競走中止） 23．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，483，400円 複勝： 29，500，600円 枠連： 8，697，000円
馬連： 33，357，800円 馬単： 23，462，900円 ワイド： 20，375，100円
3連複： 43，454，400円 3連単： 80，330，800円 計： 256，662，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 590円 � 230円 � 330円 枠 連（8－8） 3，340円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 7，620円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 2，420円 �� 520円

3 連 複 ��� 7，560円 3 連 単 ��� 50，590円

票 数

単勝票数 計 174834 的中 � 6893（6番人気）
複勝票数 計 295006 的中 � 11572（6番人気）� 37393（2番人気）� 23533（3番人気）
枠連票数 計 86970 的中 （8－8） 2016（10番人気）
馬連票数 計 333578 的中 �� 7760（11番人気）
馬単票数 計 234629 的中 �� 2307（25番人気）
ワイド票数 計 203751 的中 �� 4540（11番人気）�� 2047（23番人気）�� 10811（3番人気）
3連複票数 計 434544 的中 ��� 4306（22番人気）
3連単票数 計 803308 的中 ��� 1151（157番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．0―12．7―12．2―11．9―12．5―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．3―43．0―55．2―1：07．1―1：19．6―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．1
1
3
・（4，6）（7，12）（1，10，11）5（9，13）－（2，8）
13－12，4（6，7）（1，10，11）－9－2－（5，8）

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

勝馬の
紹 介

ノワールギャルソン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．11．15 東京2着

2012．5．6生 牡3黒鹿 母 レッドアゲート 母母 セカンドチャンス 9戦1勝 賞金 8，150，000円
〔競走中止〕 ブライアンキング号は，1コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ブライアンキング号の騎手菱田裕二は，1コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被害馬：5番・

9番・13番・8番）
ノワールギャルソン号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

20064 7月26日 曇 稍重 （27函館2）第6日 第4競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走11時20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 レッドサバス 牡3黒鹿56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 460＋ 42：48．1 4．5�
815 ウインアーマー 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 446－ 6 〃 クビ 6．2�
714 ララエクラテール 牡3鹿 56 岩田 康誠フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B426＋ 42：48．2クビ 5．8�
816� レ デ ィ ル ー 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 和田正一郎 独 Gestut

Karlshof 428＋22 〃 クビ 24．8�
59 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 470－ 22：48．3クビ 6．3�
47 スペリオルラスター 牡3栗 56 三浦 皇成 	シルクレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474＋ 22：48．62 7．6

36 ビ ー ハ グ 牡3黒鹿56 丸山 元気諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 482＋ 22：48．91� 5．7�
11 ウォーターエライ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 426± 02：49．0クビ 141．8�
35 テイエムソラトブ 牡3栗 56 西村 太一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 468＋ 22：49．21	 167．0
24 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－ 82：49．83
 9．5�
713 ルーチェスプマンテ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 472－ 42：50．01	 48．5�
23 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 510－ 82：50．1
 62．6�
48 トモノサンドラ 牝3芦 54 池添 謙一共田 義夫氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 470＋ 22：50．2クビ 47．4�
612 バルタンセージ �3鹿 56 勝浦 正樹松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中橋 清 504－ 22：51．26 76．7�
510 ハッピーキャップ 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太 �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 478－102：51．41	 126．5�

611 トーホウアスティ 牝3栗 54 藤岡 康太東豊物産� 武藤 善則 日高 竹島 幸治 448＋ 22：54．6大差 277．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，940，100円 複勝： 29，756，700円 枠連： 7，764，100円
馬連： 34，203，000円 馬単： 18，556，900円 ワイド： 21，248，200円
3連複： 49，608，300円 3連単： 67，291，400円 計： 246，368，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 210円 � 190円 枠 連（1－8） 1，070円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 510円 �� 470円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 9，500円

票 数

単勝票数 計 179401 的中 � 31532（1番人気）
複勝票数 計 297567 的中 � 47963（2番人気）� 33544（5番人気）� 40631（4番人気）
枠連票数 計 77641 的中 （1－8） 5588（3番人気）
馬連票数 計 342030 的中 �� 20631（3番人気）
馬単票数 計 185569 的中 �� 5857（3番人気）
ワイド票数 計 212482 的中 �� 10671（5番人気）�� 11882（2番人気）�� 9347（8番人気）
3連複票数 計 496083 的中 ��� 17364（4番人気）
3連単票数 計 672914 的中 ��� 5133（6番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．4―13．2―13．2―12．6―13．6―14．1―13．0―12．5―12．3―12．3―12．5

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�
13．0―25．4―38．8―52．0―1：05．2―1：17．8―1：31．4―1：45．5―1：58．5―2：11．0―2：23．3―2：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドサバス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．27 中山3着

2012．4．30生 牡3黒鹿 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル 9戦1勝 賞金 15，140，000円
〔騎手変更〕 トモノサンドラ号の騎手菱田裕二は，第3競走での落馬による検査のため池添謙一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーホウアスティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月26日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハギノカイザー号・ライブリファースト号



20065 7月26日 小雨 稍重 （27函館2）第6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

811 アフターダーク 牝2鹿 54 田中 博康三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 482 ―1：54．5 9．3�
44 ヴァンキッシュラン 牡2黒鹿54 岩田 康誠島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 486 ―1：55．03 1．4�
79 メイクサムノイズ 牡2鹿 54 池添 謙一小林 秀樹氏 高橋 亮 新ひだか 小倉 光博 464 ―1：55．85 6．5�
78 シゲルムツゴロウ 牡2黒鹿54 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 436 ―1：56．43� 91．8�
33 ブ ボ ナ 牝2黒鹿54 柴山 雄一杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 川島牧場 448 ―1：56．72 51．7�
67 タイトルリーフ 牝2鹿 54 勝浦 正樹水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 454 ― 〃 ハナ 7．5	
22 カマラードミノル 牡2栗 54 三浦 皇成吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 512 ―1：57．01� 32．4

810 スプレンディード 牡2鹿 54 丸山 元気 �グランデオーナーズ 高橋 康之 青森 谷川 博勝 466 ―1：57．1� 19．1�
11 ナ ナ エ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 416 ―1：58．8大差 138．2
55 ヤマニンボアソルチ 牡2栗 54 田中 健土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 448 ―2：03．7大差 44．0�
66 キタノカミカゼ 牡2栗 54 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 山際牧場 468 ― （競走中止） 100．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，010，000円 複勝： 65，089，900円 枠連： 8，849，800円
馬連： 32，322，200円 馬単： 29，564，500円 ワイド： 19，153，900円
3連複： 41，436，600円 3連単： 100，708，000円 計： 332，134，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 160円 � 110円 � 140円 枠 連（4－8） 320円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 250円 �� 500円 �� 190円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 計 350100 的中 � 31774（4番人気）
複勝票数 計 650899 的中 � 31784（4番人気）� 474201（1番人気）� 41806（3番人気）
枠連票数 計 88498 的中 （4－8） 21016（1番人気）
馬連票数 計 323222 的中 �� 41404（3番人気）
馬単票数 計 295645 的中 �� 11021（8番人気）
ワイド票数 計 191539 的中 �� 19638（3番人気）�� 8051（7番人気）�� 30240（1番人気）
3連複票数 計 414366 的中 ��� 36632（2番人気）
3連単票数 計1007080 的中 ��� 8618（24番人気）

ハロンタイム 12．5―12．3―13．6―14．0―13．1―13．0―12．1―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．8―38．4―52．4―1：05．5―1：18．5―1：30．6―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．0
1
3
11（4，7）9（1，10）8－3（2，5）－6
11（4，7）9（10，2）－（8，3）－5，1，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アフターダーク �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2013．3．20生 牝2鹿 母 エリザベスムーン 母母 エリザベスローズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アフターダーク号の騎手菱田裕二は，第3競走での落馬負傷のため田中博康に変更。
〔競走中止〕 キタノカミカゼ号は，4コーナーで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 メイクサムノイズ号の騎手池添謙一は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

キタノカミカゼ号の騎手丹内祐次は，4コーナーでの御法（外側に逃避された）について過怠金100，000円。
〔その他〕 キタノカミカゼ号は，4コーナーで急に外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンボアソルチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月26日まで平

地競走に出走できない。
※ナナエ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20066 7月26日 曇 重 （27函館2）第6日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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
1：42．0
1：41．7

重
不良

22 ハナズリベンジ 牝4黒鹿55 丸田 恭介M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 494＋101：43．8 5．6�
11 クイーンズターフ 牝3青鹿 52

49 ▲加藤 祥太合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：44．43� 2．8�

812 ファイトユアソング 牝4鹿 55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436± 01：44．5クビ 8．4�
711 バラブシュカ 牝3栗 52

49 ▲井上 敏樹大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 賀張三浦牧場 498± 01：44．71� 43．8�
710 クロカミノオトメ 牝5青 55

52 ▲城戸 義政 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B482－141：44．8� 112．4�

69 フォローガーネット 牝3鹿 52 吉田 隼人松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 448＋ 21：44．9� 58．5	
813 ヴィータアレグリア 牝4黒鹿55 勝浦 正樹 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 ハナ 3．3

44 マダムウルル 牝3黒鹿52 藤岡 康太�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 456± 01：45．11� 86．2�
68 ガラドリエル 牝3栗 52 荻野 琢真�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 492＋ 6 〃 クビ 18．8
33 ジンダバイン 牝3黒鹿52 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 2 〃 ハナ 24．8�
45 オールオブナイト 牝4黒鹿55 岩田 康誠市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 434± 01：45．52� 10．5�
56 メテオレイン 牝6鹿 55 松田 大作亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 470＋ 8 〃 ハナ 89．3�
57 バ イ レ 牝3芦 52 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 B480＋ 81：47．110 24．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，357，100円 複勝： 28，033，900円 枠連： 10，617，600円
馬連： 37，508，200円 馬単： 23，031，500円 ワイド： 23，029，700円
3連複： 51，766，700円 3連単： 78，950，600円 計： 274，295，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 130円 � 200円 枠 連（1－2） 1，040円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 390円 �� 940円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 12，980円

票 数

単勝票数 計 213571 的中 � 30376（3番人気）
複勝票数 計 280339 的中 � 36092（3番人気）� 66261（1番人気）� 30839（4番人気）
枠連票数 計 106176 的中 （1－2） 7895（4番人気）
馬連票数 計 375082 的中 �� 28907（3番人気）
馬単票数 計 230315 的中 �� 7890（7番人気）
ワイド票数 計 230297 的中 �� 16043（3番人気）�� 5843（11番人気）�� 11209（6番人気）
3連複票数 計 517667 的中 ��� 13431（8番人気）
3連単票数 計 789506 的中 ��� 4409（36番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．6―12．2―12．3―12．1―12．5―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．3―41．5―53．8―1：05．9―1：18．4―1：31．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3
7（3，12）1（8，13）6（10，11）（4，5，9）－2・（7，12，5）（3，2）（1，13）8（6，10）（4，9）－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハナズリベンジ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．9．22 阪神8着

2011．3．30生 牝4黒鹿 母 トロピカルフラワー 母母 クリスタルトロフィ 17戦3勝 賞金 31，030，000円
〔騎手変更〕 クロカミノオトメ号の騎手菱田裕二は，第3競走での落馬負傷のため城戸義政に変更。



20067 7月26日 曇 重 （27函館2）第6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）
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

68 セクシーボーイ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �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 B478＋ 2 58．2 3．6�

22 � テーオーヘリオス 牡3鹿 54 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 478＋ 2 58．41	 3．1�

56 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 454＋ 6 〃 クビ 3．0�
11 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 476－ 6 58．5
 28．1�
33 コスモキーマン 牡3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム 458± 0 58．71	 47．1	
811 ゼ ン ザ イ 牝3栗 52 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 ハクツ牧場 420＋ 6 59．01
 12．1

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 480－ 2 〃 アタマ 22．1�
812� スズカプリオール 牡4鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 502＋10 〃 クビ 68．3�
44 � 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 B482＋ 6 59．1 16．1�
710 ピサノナイトレイ 牝4鹿 55 三浦 皇成市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 462＋ 4 59．2クビ 18．1�
55 � ウ ー マ ン 牝3青鹿 52

49 ▲加藤 祥太栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 加藤牧場 460＋ 8 〃 クビ 109．9�
79 フレンチフェロー �4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 B450＋ 2 59．41	 155．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，511，800円 複勝： 26，616，700円 枠連： 8，689，100円
馬連： 36，883，100円 馬単： 23，600，600円 ワイド： 20，812，600円
3連複： 51，660，000円 3連単： 89，917，700円 計： 279，691，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（2－6） 480円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 220円 �� 240円 �� 180円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 2，400円

票 数

単勝票数 計 215118 的中 � 47103（3番人気）
複勝票数 計 266167 的中 � 54577（2番人気）� 72419（1番人気）� 50947（3番人気）
枠連票数 計 86891 的中 （2－6） 13859（2番人気）
馬連票数 計 368831 的中 �� 55096（2番人気）
馬単票数 計 236006 的中 �� 16876（4番人気）
ワイド票数 計 208126 的中 �� 23751（2番人気）�� 19873（3番人気）�� 32670（1番人気）
3連複票数 計 516600 的中 ��� 96168（1番人気）
3連単票数 計 899177 的中 ��� 27125（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．6―46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．2
3 ・（3，11）6（2，8）－（1，5）（4，7）（12，10）9 4 ・（3，11）6（2，8）1（4，5）7（9，12，10）

勝馬の
紹 介

セクシーボーイ �
�
父 スマートボーイ �

�
母父 Riverman デビュー 2013．8．3 函館6着

2011．4．17生 牡4鹿 母 ミ リ ョ ク 母母 ゴールデントレジャリー 18戦3勝 賞金 28，900，000円
〔騎手変更〕 ウーマン号の騎手菱田裕二は，第3競走での落馬負傷のため加藤祥太に変更。
※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 エゴイスト号・ノイ号・フジサンマーケット号・マダムアグライア号

20068 7月26日 曇 稍重 （27函館2）第6日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

59 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 474－ 41：10．8 3．4�
24 アルティマブラッド 牝3青鹿52 池添 謙一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 ハナ 4．2�
611 サザンライツ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 506－ 21：11．01� 11．6�
12 メイショウアサツユ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 494＋ 61：11．21� 43．6�
48 デンコウウノ 牡4鹿 57 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 472± 0 〃 ハナ 31．7�
11 スペチアーレ 牝3鹿 52 岩田 康誠青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 466＋ 4 〃 ハナ 7．3	
35 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± 01：11．41� 5．2�
816 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 432＋ 2 〃 クビ 57．1�
510 ランパスキャット 牡5黒鹿57 吉田 隼人丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 504－ 61：11．5クビ 24．9
36 	 サウンドターゲット 牡4鹿 57 松田 大作増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 468－ 2 〃 ハナ 75．2�
612 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 450－ 4 〃 ハナ 47．3�
23 
 ダノンロンシャン 牡4芦 57 四位 洋文
ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム B466－ 61：11．6� 29．2�
47 フィボナッチ 牡5鹿 57 柴山 雄一水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 480＋ 61：11．81� 14．7�
815 イワヌガハナ �3黒鹿54 勝浦 正樹國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 466－ 41：12．01� 66．5�
713 サフランスター 牡3黒鹿54 藤岡 康太海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 510＋ 61：12．21 29．4�
714	 ソリッドアクシス 牡3栗 54

51 ▲加藤 祥太 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 米 Lantern Hill

Farm LLC B442－ 81：12．41 106．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，040，200円 複勝： 36，406，400円 枠連： 11，904，300円
馬連： 47，278，400円 馬単： 24，365，200円 ワイド： 27，355，300円
3連複： 68，118，400円 3連単： 91，991，900円 計： 333，460，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 190円 � 260円 枠 連（2－5） 770円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 360円 �� 630円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 12，870円

票 数

単勝票数 計 260402 的中 � 61264（1番人気）
複勝票数 計 364064 的中 � 84110（1番人気）� 48635（3番人気）� 28706（6番人気）
枠連票数 計 119043 的中 （2－5） 11853（1番人気）
馬連票数 計 472784 的中 �� 37798（2番人気）
馬単票数 計 243652 的中 �� 10344（1番人気）
ワイド票数 計 273553 的中 �� 20902（1番人気）�� 11027（6番人気）�� 5521（12番人気）
3連複票数 計 681184 的中 ��� 14422（8番人気）
3連単票数 計 919919 的中 ��� 5179（16番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．8―12．1―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥルームーン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2014．11．2 東京2着

2012．4．6生 牝3鹿 母 アイアムトゥルー 母母 Safety Deposit 9戦2勝 賞金 25，506，000円
〔騎手変更〕 サフランスター号の騎手菱田裕二は，第3競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
※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 バリキ号



20069 7月26日 曇 重 （27函館2）第6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

711 ミキノノボリリュウ 牡5鹿 57
54 ▲城戸 義政谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 494± 01：43．7 9．1�

812 デ モ ニ オ 牡4青 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－ 61：44．23 4．3�
56 リーゼントロック 牡4黒鹿57 池添 謙一三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 518＋ 21：44．51� 6．4�
813 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± 01：44．71� 51．5�
57 セ ル メ ー ル 牡3鹿 54 横山 典弘前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462± 0 〃 アタマ 2．7�
22 パッシングブリーズ 牡4鹿 57 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 482－ 21：44．8クビ 4．9	
69 ビ ス カ リ ア 牝3鹿 52

49 ▲加藤 祥太 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 442－ 21：45．01� 67．2�

710 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 470＋ 61：45．32 35．5�
45 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 B484－ 41：45．4� 18．0
11 マ ラ ケ シ ュ 牝3青鹿52 丸田 恭介片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 478＋ 41：45．5� 130．6�
68 	 メイショウトキムネ 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 474＋ 21：45．92 26．8�
33 ブルーガーディアン 牡3黒鹿54 吉田 隼人 
ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 462－ 61：46．32� 145．0�
44 オンユアマーク 牝3青鹿52 勝浦 正樹髙樽 優也氏 新開 幸一 浦河 杵臼斉藤牧場 448－ 61：48．2大差 68．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，215，800円 複勝： 36，799，000円 枠連： 13，375，900円
馬連： 57，595，800円 馬単： 34，678，700円 ワイド： 31，039，800円
3連複： 76，922，800円 3連単： 130，395，100円 計： 409，022，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 250円 � 160円 � 210円 枠 連（7－8） 1，360円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 670円 �� 890円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 20，290円

票 数

単勝票数 計 282158 的中 � 24771（5番人気）
複勝票数 計 367990 的中 � 33389（5番人気）� 70099（2番人気）� 44562（4番人気）
枠連票数 計 133759 的中 （7－8） 7576（7番人気）
馬連票数 計 575958 的中 �� 26294（7番人気）
馬単票数 計 346787 的中 �� 6508（15番人気）
ワイド票数 計 310398 的中 �� 11951（7番人気）�� 8672（10番人気）�� 14348（6番人気）
3連複票数 計 769228 的中 ��� 18957（8番人気）
3連単票数 計1303951 的中 ��� 4657（56番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．9―42．4―54．9―1：07．3―1：19．5―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミキノノボリリュウ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 トワイニング デビュー 2013．1．5 京都6着

2010．5．2生 牡5鹿 母 ト シ ハ イ ジ 母母 サツマリーベ 16戦3勝 賞金 32，070，000円

20070 7月26日 曇 稍重 （27函館2）第6日 第10競走 ��
��2，000�

ま つ ま え

松 前 特 別
発走14時50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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 レイヌドネージュ 牝5鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 494± 02：03．9 3．6�
33 � メイショウテッサイ 牡7鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 500＋ 62：04．22 16．0�
44 メイクアップ 牡4栗 57 岩田 康誠岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 476＋ 8 〃 クビ 2．4�
77 テ ィ ア ー モ 牝5鹿 55 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 460＋222：04．3	 6．3�
88 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± 02：04．4クビ 4．0	
55 � マンディスキュア 牝4黒鹿55 長岡 禎仁�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 468± 02：04．93 75．3

22 サトノプレジデント 
6黒鹿57 杉原 誠人里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516＋422：05．0クビ 13．0�
11 タ プ ロ ー ム 牝5鹿 55 荻野 琢真清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 518－ 6 〃 クビ 90．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 29，895，000円 複勝： 25，441，800円 枠連： 発売なし
馬連： 57，072，200円 馬単： 34，365，800円 ワイド： 25，075，100円
3連複： 59，032，900円 3連単： 160，998，500円 計： 391，881，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 180円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 570円 �� 250円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 12，280円

票 数

単勝票数 計 298950 的中 � 64961（2番人気）
複勝票数 計 254418 的中 � 45204（3番人気）� 29148（5番人気）� 66777（1番人気）
馬連票数 計 570722 的中 �� 17734（10番人気）
馬単票数 計 343658 的中 �� 6611（17番人気）
ワイド票数 計 250751 的中 �� 10303（10番人気）�� 28403（3番人気）�� 14337（6番人気）
3連複票数 計 590329 的中 ��� 28201（7番人気）
3連単票数 計1609985 的中 ��� 9498（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．0―48．2―1：00．7―1：13．8―1：26．6―1：39．1―1：51．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイヌドネージュ 
�
父 フ ジ キ セ キ 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．9．30 中山6着

2010．3．23生 牝5鹿 母 イルネージュ 母母 ジュウニヒトエ 25戦3勝 賞金 48，632，000円



20071 7月26日 曇 稍重 （27函館2）第6日 第11競走 ��
��1，200�第47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 567，000円 162，000円 81，000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

59 ブランボヌール 牝2芦 54 岩田 康誠前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432－ 41：10．6 3．2�

611 メジャータイフーン 牝2栗 54 三浦 皇成林 正道氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 470± 01：11．23� 8．0�
36 ヒ ル ダ 牝2栗 54 柴山 雄一吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 462＋ 6 〃 クビ 25．2�
815� タイニーダンサー 牝2鹿 54 桑村 真明�グランド牧場 角川 秀樹 新ひだか グランド牧場 474－ 61：11．41� 72．6�

（北海道） （北海道）

612 マコトルーメン 牡2鹿 54 横山 典弘�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 482＋ 2 〃 ハナ 10．3	
23 ラッキーボックス 牝2鹿 54 藤岡 康太 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 462＋ 41：11．5クビ 9．0

24 メ ジ ェ ル ダ 牝2鹿 54 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 436－ 2 〃 クビ 5．7�
11 � ラプレシオーサ 牝2黒鹿54 服部 茂史山本 憲明氏 田中 淳司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 41：11．92� 25．9�
（北海道） （北海道）

12 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 486＋101：12．0クビ 85．0
47 アルマククナ 牝2鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 420＋ 81：12．1	 24．4�
35 
 ド ナ ル チ ア 牝2栗 54 池添 謙一小川眞査雄氏 矢作 芳人 米

Hill ’N’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Stretch
Run Ventures, LLC

410± 01：12．2クビ 19．0�
816 コラッジョーゾ 牡2黒鹿54 松田 大作荒井 壽明氏 柴田 光陽 日高 サンシャイン

牧場 488－ 2 〃 ハナ 149．0�
48 � リンダリンダ 牝2鹿 54 丸田 恭介�MMC 角川 秀樹 登別 ユートピア牧場 474－101：12．3	 19．6�

（北海道）

714 オデュッセウス 牡2鹿 54 吉田 隼人ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：12．4クビ 9．3�
713 レディトリス 牝2鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 高市 圭二 むかわ 上水牧場 462－101：13．46 87．9�
510 ペイシャオトメ 牝2鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 468± 01：14．99 244．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 148，424，600円 複勝： 160，342，600円 枠連： 93，348，400円
馬連： 430，450，500円 馬単： 198，851，100円 ワイド： 162，977，800円
3連複： 612，342，800円 3連単： 988，277，400円 計： 2，795，015，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 230円 � 440円 枠 連（5－6） 690円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，400円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 9，610円 3 連 単 ��� 34，290円

票 数

単勝票数 計1484246 的中 � 377736（1番人気）
複勝票数 計1603426 的中 � 355280（1番人気）� 169482（3番人気）� 73888（8番人気）
枠連票数 計 933484 的中 （5－6） 103565（2番人気）
馬連票数 計4304505 的中 �� 239631（3番人気）
馬単票数 計1988511 的中 �� 67238（4番人気）
ワイド票数 計1629778 的中 �� 74315（3番人気）�� 29226（16番人気）�� 19595（24番人気）
3連複票数 計6123428 的中 ��� 47789（29番人気）
3連単票数 計9882774 的中 ��� 20894（91番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―12．0―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランボヌール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．6．27 函館1着

2013．4．9生 牝2芦 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 2戦2勝 賞金 37，567，000円
〔騎手変更〕 レディトリス号の騎手菱田裕二は，第3競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 ラッキーボックス号の騎手藤岡康太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：14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 シャドウアプローチ号
※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。

20072 7月26日 曇 稍重 （27函館2）第6日 第12競走 ��
��1，200�

し お さ い

潮 騒 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．7．26以降27．7．19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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

57 アンブリカル 牝3青鹿51 吉田 隼人上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 434－ 21：10．4 9．5�
68 ホッコーサラスター 牝4鹿 54 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 464＋ 41：10．93 11．8�
11 オオタニジムチョウ 牡6黒鹿55 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 456－ 61：11．0� 6．9�
69 ニホンピロアンバー 牝4青鹿55 柴山 雄一小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 454－ 2 〃 アタマ 3．8�
33 マイネルエスパス 牡3青鹿53 丹内 祐次 �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 496＋ 2 〃 アタマ 4．1�
710� カディーシャ 牝6栗 51 井上 敏樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 B430－ 41：11．1クビ 72．0	
812 フリーアズアバード 	7鹿 54 西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B468－ 4 〃 クビ 16．9

56 
 レッドシャンクス 	6鹿 54 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 486＋ 61：11．31� 7．6�
711 アドマイヤビジン 牝4芦 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 474－181：11．51� 7．1�
813 ウエスタンソーレ 牡5芦 54 勝浦 正樹西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム B512＋ 2 〃 クビ 49．6
44 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 490＋ 21：11．6クビ 53．1�
45 ジョージジョージ 牡5栗 54 古川 吉洋北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 460－ 4 〃 ハナ 48．2�
22 ナイトジャスミン 牝4黒鹿50 荻野 琢真金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 412－ 2 〃 クビ 78．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 47，955，400円 複勝： 65，040，700円 枠連： 24，593，800円
馬連： 115，421，500円 馬単： 56，012，900円 ワイド： 60，184，200円
3連複： 152，310，900円 3連単： 236，712，700円 計： 758，232，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 280円 � 380円 � 210円 枠 連（5－6） 600円

馬 連 �� 5，150円 馬 単 �� 10，040円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 1，360円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 15，440円 3 連 単 ��� 97，840円

票 数

単勝票数 計 479554 的中 � 40282（6番人気）
複勝票数 計 650407 的中 � 59287（6番人気）� 39917（7番人気）� 89216（3番人気）
枠連票数 計 245938 的中 （5－6） 31255（1番人気）
馬連票数 計1154215 的中 �� 17336（23番人気）
馬単票数 計 560129 的中 �� 4182（43番人気）
ワイド票数 計 601842 的中 �� 10437（19番人気）�� 11430（16番人気）�� 9083（25番人気）
3連複票数 計1523109 的中 ��� 7394（55番人気）
3連単票数 計2367127 的中 ��� 1754（331番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．5―11．6―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．1―46．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンブリカル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．6．28 函館1着

2012．4．12生 牝3青鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 13戦3勝 賞金 39，565，000円

３レース目



（27函館2）第6日 7月26日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

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

220，400，000円
2，080，000円
8，920，000円
1，480，000円
20，110，000円
57，825，000円
4，328，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
427，803，900円
552，229，600円
203，035，500円
945，600，500円
507，779，900円
449，564，000円
1，293，431，000円
2，170，317，200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 6，549，761，600円

総入場人員 6，637名 （有料入場人員 5，595名）



平成27年度 第2回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 899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

1，180，690，000円
12，510，000円
51，840，000円
8，580，000円
105，020，000円
337，230，000円
23，918，000円
8，630，400円

勝馬投票券売得金
2，166，880，300円
2，980，916，200円
1，014，171，900円
4，680，351，400円
2，543，110，200円
2，365，280，900円
6，453，982，100円
10，807，913，200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 33，012，606，200円

総入場延人員 35，717名 （有料入場延人員 30，934名）
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