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17025 6月25日 雨 稍重 （28函館1）第3日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9時55分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：06．5

良
良

47 コパノチャンス 牡3栗 56 丸山 元気小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 478－ 21：10．0 6．7�
815 カゼノシッポ 牝3栗 54 三浦 皇成�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 430＋ 61：10．21� 5．6�
36 ダイメイプリンセス 牝3黒鹿54 黛 弘人宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 500＋12 〃 アタマ 48．4�
816 クレーデリンテ 牝3黒鹿54 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 466＋101：10．52 4．3�
24 アルマラナキラ 牡3栗 56 池添 謙一コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 浦新 徳司 462－ 41：10．6クビ 7．4�
713 ダートリーダー 牡3鹿 56 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 博志 450＋ 41：10．81� 13．0	
48 ガ ロ ン ヌ 牡3鹿 56 水口 優也林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502＋ 81：11．11	 3．5

35 マニワッショイ 牡3黒鹿56 四位 洋文今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 沼田 照秋 468＋ 81：11．31
 77．1�
714 ノーアトゥーン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二山上 和良氏 福島 信晴 新冠 浜口牧場 486± 01：11．4クビ 14．7�
611 マイネルゴール 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹 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 452＋141：11．5
 75．7�

510 ウインミダス 牡3鹿 56 柴山 雄一ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 454－ 61：11．6	 61．4�
11 レッドイリス 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 新冠 タニグチ牧場 380 ― 〃 ハナ 58．0�
59 ラ イ ジ ョ ー 牡3鹿 56 小林 徹弥サン 安達 昭夫 日高 下河辺牧場 B412－ 21：11．81� 287．6�
12 マイネルロタシオン 牡3栗 56 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 482＋101：12．01
 28．7�
612� リュッケンヴィント 牡3鹿 56 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 愛 Oghill House Stud

& Jimmy Hyland 442－ 41：12．32 84．7�
（15頭）

23 エイシンヒアゴーズ 牡3黒鹿56 北村 友一栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，466，400円 複勝： 30，368，200円 枠連： 12，869，500円
馬連： 32，754，700円 馬単： 18，479，400円 ワイド： 23，130，600円
3連複： 50，002，200円 3連単： 56，907，100円 計： 240，978，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 200円 � 1，090円 枠 連（4－8） 300円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 710円 �� 4，590円 �� 6，190円

3 連 複 ��� 41，210円 3 連 単 ��� 193，690円

票 数

単勝票数 差引計 164664（返還計 8353） 的中 � 19516（4番人気）
複勝票数 差引計 303682（返還計 13681） 的中 � 32794（5番人気）� 46745（3番人気）� 5748（9番人気）
枠連票数 差引計 128695（返還計 1098） 的中 （4－8） 32825（1番人気）
馬連票数 差引計 327547（返還計 32409） 的中 �� 12510（9番人気）
馬単票数 差引計 184794（返還計 16425） 的中 �� 2983（20番人気）
ワイド票数 差引計 231306（返還計 26268） 的中 �� 8901（8番人気）�� 1259（37番人気）�� 930（48番人気）
3連複票数 差引計 500022（返還計 90920） 的中 ��� 910（98番人気）
3連単票数 差引計 569071（返還計 98154） 的中 ��� 213（469番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．0―11．8―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．6―45．4―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノチャンス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2015．9．27 中山4着

2013．4．27生 牡3栗 母 サクラコールミー 母母 サクラユスラウメ 6戦1勝 賞金 7，600，000円
〔競走除外〕 エイシンヒアゴーズ号は，下見所で放馬し，厩舎地区を逸走。疲労が著しいため競走除外。発走時刻2分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモバード号
（非抽選馬） 2頭 カムホームラッシー号・ファインキャプテン号

17026 6月25日 雨 不良 （28函館1）第3日 第2競走 ��1，700�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

812 ティーゲット 牝3栗 54 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 470－ 21：46．1 3．3�
813 アッテンツィオーネ 牡3黒鹿56 田辺 裕信森岡 幸人氏 矢野 英一 様似 髙村 伸一 468＋16 〃 アタマ 19．3�
11 トウシンダイヤ 牡3栗 56 岩田 康誠�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 530± 01：46．52� 1．8�
56 メイショウレンマ 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 460－ 41：46．71 13．9�
44 キンショードリーム 牡3鹿 56 丸山 元気礒野日出夫氏 田島 俊明 厚真 阿部 栄乃進 490± 01：46．8� 229．7�
22 アンテレクテュエル 牡3鹿 56 三浦 皇成 	キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 516± 01：46．9� 6．1

57 ベストインザスカイ 牡3鹿 56 北村 友一飯田 正剛氏 �島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B494＋ 41：47．32� 19．1�
45 アシャカクール 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 416－ 21：47．72� 48．5�
710 カジノノーブル 牡3栗 56 丸田 恭介遠藤 良一氏 高橋 義博 新ひだか カタオカフアーム 404＋ 41：47．8� 236．7
33 ノーブルブラック 牝3黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 北田 剛 430－ 81：47．9� 89．9�
711 ソ ウ マ 牡3青鹿 56

53 ▲坂井 瑠星上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 澤田 嘉隆 476± 01：49．39 53．9�
68 ヴェアリアスボーヤ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 小泉 学 506 ―1：49．62 306．8�
69 ハ ナ ジ ロ ー 牡3栗 56

54 △長岡 禎仁	ターフ・スポート浅野洋一郎 日高 幾千世牧場 488－ 61：49．8� 200．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，641，200円 複勝： 67，171，200円 枠連： 7，405，200円
馬連： 28，332，000円 馬単： 21，387，200円 ワイド： 19，603，600円
3連複： 41，430，000円 3連単： 76，983，700円 計： 280，954，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 110円 � 230円 � 110円 枠 連（8－8） 3，170円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 580円 �� 130円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 11，760円

票 数

単勝票数 計 186412 的中 � 44708（2番人気）
複勝票数 計 671712 的中 � 63534（2番人気）� 16340（6番人気）� 496716（1番人気）
枠連票数 計 74052 的中 （8－8） 1806（10番人気）
馬連票数 計 283320 的中 �� 6733（11番人気）
馬単票数 計 213872 的中 �� 3174（17番人気）
ワイド票数 計 196036 的中 �� 6432（8番人気）�� 53095（1番人気）�� 10285（4番人気）
3連複票数 計 414300 的中 ��� 27662（3番人気）
3連単票数 計 769837 的中 ��� 4745（37番人気）

ハロンタイム 6．8―11．6―12．4―12．9―12．3―12．2―12．5―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．4―30．8―43．7―56．0―1：08．2―1：20．7―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティーゲット �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Alhaarth デビュー 2015．12．6 阪神6着

2013．3．26生 牝3栗 母 ビ シ ャ ー ラ 母母 Majmu 9戦1勝 賞金 12，600，000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 カマタ号・クインズフェザー号

第１回 函館競馬 第３日



17027 6月25日 小雨 稍重 （28函館1）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

46 ヌーヴェルダンス 牝3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 61：50．2 23．1�

35 スイートメモリーズ 牝3黒鹿54 吉田 隼人堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 三石ファーム 496－ 21：50．41� 2．9�
22 ポケットチャーリー 牝3栗 54 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 石橋 守 千歳 社台ファーム 428＋ 8 〃 クビ 9．0�
58 アドマイヤディーバ 牝3黒鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 418＋ 41：50．5� 58．2�
23 ラブミーリル 牝3青鹿 54

52 △長岡 禎仁小林 祥晃氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 378± 01：50．6� 16．1	
713 サトノオニキス 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 412－ 6 〃 ハナ 2．2

11 オーゴンワンダー 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二永田さなえ氏 小野 次郎 新冠 中本牧場 402－ 81：50．81� 190．5�
814 ペッシュカネル 牝3栗 54 田辺 裕信清水 敏氏 田中 清隆 浦河 バンブー牧場 430± 01：51．11� 17．6�
611 スリーサンレーザー 牝3黒鹿54 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 浦河 辻 牧場 480－ 21：51．2� 355．1
47 イルミナーレ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 438－101：51．3クビ 101．3�
34 バークレアヴィガ 牝3鹿 54 横山 和生鈴木 義孝氏 土田 稔 日高 賀張三浦牧場 412－ 61：51．61� 296．4�
712 ハッピーチャンス 牝3鹿 54 古川 吉洋馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 ハナ 10．1�
815 ワンダーラスト 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 422－ 61：51．92 35．6�
59 エアエマイユ 牝3栗 54 池添 謙一 �ラッキーフィールド池添 学 千歳 社台ファーム 398＋ 61：52．11� 138．4�
610 ジ ス タ ー キ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 61：52．95 75．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，602，100円 複勝： 24，926，700円 枠連： 9，895，900円
馬連： 31，518，900円 馬単： 19，112，000円 ワイド： 20，861，600円
3連複： 42，535，100円 3連単： 62，342，300円 計： 229，794，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 450円 � 150円 � 270円 枠 連（3－4） 2，930円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 9，440円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，910円 �� 500円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 54，650円

票 数

単勝票数 計 186021 的中 � 6434（7番人気）
複勝票数 計 249267 的中 � 11395（7番人気）� 56029（2番人気）� 21564（4番人気）
枠連票数 計 98959 的中 （3－4） 2611（10番人気）
馬連票数 計 315189 的中 �� 7953（11番人気）
馬単票数 計 191120 的中 �� 1518（26番人気）
ワイド票数 計 208616 的中 �� 8462（8番人気）�� 2622（18番人気）�� 11252（3番人気）
3連複票数 計 425351 的中 ��� 5101（20番人気）
3連単票数 計 623423 的中 ��� 827（152番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．5―12．7―12．8―12．4―12．4―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―35．7―48．4―1：01．2―1：13．6―1：26．0―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヌーヴェルダンス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．3．12 中山8着

2013．1．4生 牝3鹿 母 ダンスノワール 母母 ランバダレディ 3戦1勝 賞金 4，800，000円
〔制裁〕 ラブミーリル号の騎手長岡禎仁は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※スリーサンレーザー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17028 6月25日 小雨 稍重 （28函館1）第3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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

813 プライムセラー 牡3栗 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 494－ 82：42．3 2．8�
45 トロピカルストーム �3黒鹿 56

53 ▲坂井 瑠星吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434＋ 42：42．51� 15．4�

11 ヤ マ ン 牝3鹿 54 勝浦 正樹山住 勲氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ
ファーム 472－12 〃 クビ 4．1�

22 メディアルナ 牝3栃栗54 丸田 恭介 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－102：43．03 19．5�

44 ワークショップ 牡3鹿 56
54 △加藤 祥太小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 496＋ 42：43．42	 9．3�

33 トウカイハッピー 牡3鹿 56 四位 洋文内村 正則氏 野中 賢二 新ひだか 佐藤 陽一 482－ 22：44．78 18．3	
812 レッドスペラーレ 牡3鹿 56 吉田 隼人 
東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム B484＋ 4 〃 アタマ 9．7�
56 マイネルピオネロ 牡3鹿 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム B496－ 22：44．8	 81．3�
711 ウイントリオンフ 牡3鹿 56 黛 弘人
ウイン 奥平 雅士 新ひだか 増本牧場 484－ 6 〃 ハナ 70．6
68 ア メ ン ボ 牡3青鹿 56

54 △長岡 禎仁井山 登氏 竹内 正洋 日高 法理牧場 B462＋102：45．54 17．5�
69 アップトゥイレヴン 牡3鹿 56 古川 吉洋岡田 壮史氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 480－ 82：45．81
 7．3�
57 マーベラスシチー 牡3黒鹿56 服部 茂史 
友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 ムラカミファーム 530－122：46．65 153．8�

（北海道）

710 スカイムーヴァー 牡3青鹿56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 486－ 4 （競走中止） 18．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，673，600円 複勝： 27，459，100円 枠連： 10，280，100円
馬連： 32，331，100円 馬単： 18，992，800円 ワイド： 21，297，900円
3連複： 44，922，300円 3連単： 59，110，000円 計： 235，066，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 300円 � 150円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 960円 �� 270円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 23，720円

票 数

単勝票数 計 206736 的中 � 57536（1番人気）
複勝票数 計 274591 的中 � 66253（1番人気）� 16412（6番人気）� 51317（2番人気）
枠連票数 計 102801 的中 （4－8） 10497（3番人気）
馬連票数 計 323311 的中 �� 6094（18番人気）
馬単票数 計 189928 的中 �� 2423（23番人気）
ワイド票数 計 212979 的中 �� 5187（11番人気）�� 23929（1番人気）�� 5427（9番人気）
3連複票数 計 449223 的中 ��� 9287（8番人気）
3連単票数 計 591100 的中 ��� 1806（57番人気）

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

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�
12．4―24．0―36．6―49．4―1：02．2―1：15．3―1：28．1―1：40．8―1：53．6―2：06．1―2：18．5―2：30．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プライムセラー �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．5 福島5着

2013．3．10生 牡3栗 母 トップセラー 母母 プロモーション 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔競走中止〕 スカイムーヴァー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。



17029 6月25日 小雨 稍重 （28函館1）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時05分 （芝・右）

牝，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

612 ロイヤルメジャー 牝2鹿 54
52 △加藤 祥太本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 432 ―1：10．2 3．7�

713 アンジュデジール 牝2黒鹿54 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 460 ―1：10．62� 3．0�
48 スマートアムール 牝2栗 54 岩田 康誠大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 430 ―1：11．02� 11．2�
611 アントレーン 牝2栗 54 田辺 裕信鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 418 ―1：11．21� 35．7�
24 ラガーユミリン 牝2鹿 54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 440 ―1：11．3� 19．2�
510 テ ィ ラ ー ル 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 アラキフアーム 442 ― 〃 ハナ 11．0	
59 エメラルドザオー 牝2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 406 ―1：11．62 105．6�
35 ジュウニンノナカマ 牝2栗 54

51 ▲坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 406 ―1：11．7クビ 26．5�
47 フォーチュンキセキ 牝2鹿 54 古川 吉洋山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 446 ― 〃 アタマ 5．2
816 セ ラ ミ ス ト 牝2青鹿54 柴山 雄一 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 ―1：12．01� 26．1�
36 スズカサニーサイド 牝2黒鹿 54

52 △長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか タイヘイ牧場 404 ― 〃 ハナ 134．7�
815 ル ミ ノ ー ザ 牝2黒鹿54 吉田 隼人河村 祥史氏 天間 昭一 浦河 吉田 又治 446 ― 〃 アタマ 82．2�
23 サンバダンサー 牝2栗 54 水口 優也グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 440 ―1：12．21� 94．2�
12 ジェネローゾ 牝2鹿 54 黛 弘人 �チャンピオンズファーム 高木 登 新ひだか チャンピオンズファーム 400 ―1：12．3� 86．4�
714 チェリーボンボン 牝2青鹿 54

53 ☆中井 裕二山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 426 ―1：12．51� 177．1�
11 サクセスムーン 牝2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 新ひだか 見上牧場 436 ―1：12．6� 54．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，581，700円 複勝： 27，630，200円 枠連： 10，543，400円
馬連： 35，221，400円 馬単： 20，857，800円 ワイド： 23，564，200円
3連複： 44，136，200円 3連単： 61，327，000円 計： 248，861，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 120円 � 170円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 210円 �� 730円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 7，100円

票 数

単勝票数 計 255817 的中 � 56920（2番人気）
複勝票数 計 276302 的中 � 49537（2番人気）� 67854（1番人気）� 34395（4番人気）
枠連票数 計 105434 的中 （6－7） 14557（2番人気）
馬連票数 計 352214 的中 �� 51637（1番人気）
馬単票数 計 208578 的中 �� 13178（2番人気）
ワイド票数 計 235642 的中 �� 34423（1番人気）�� 7214（7番人気）�� 9590（4番人気）
3連複票数 計 441362 的中 ��� 17337（3番人気）
3連単票数 計 613270 的中 ��� 6258（10番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―12．0―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―46．0―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Red Ransom 初出走

2014．4．23生 牝2鹿 母 クリミナルコード 母母 ク ラ イ ム 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17030 6月25日 曇 不良 （28函館1）第3日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （ダート・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
58．6
57．7

良
重

22 オアシスクイーン 牝2鹿 54
52 △城戸 義政村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 448 ― 59．6 3．5�

44 ララベスラーナ 牝2栗 54
52 △加藤 祥太髙樽さゆり氏 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 470 ― 59．81� 12．3�
67 マンカストラップ 牡2青鹿54 西村 太一�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 464 ― 59．9� 4．2�
56 ピ リ ナ 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �フジワラ・ファーム 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 436 ―1：00．11� 22．4�
55 アスターメープル 牝2栗 54 岩田 康誠加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 416 ―1：00．63 4．8�
33 マイネルヘミニス 牡2黒鹿54 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 454 ―1：01．23� 8．2

812 アウトレイジャス 牡2鹿 54 古川 吉洋 	CHEVAL AT-

TACHE 木原 一良 新冠 カミイスタット 490 ―1：01．41� 12．1�
79 ペイシャリル 牡2鹿 54 菱田 裕二北所 直人氏 菅原 泰夫 様似 清水スタッド 462 ―1：01．61� 89．5�
710 ピーチメルバ 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 浦新 徳司 456 ―1：01．81� 119．3
811 セイユウレディ 牝2栗 54 丸山 元気松岡 正二氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 432 ―1：02．86 34．6�
68 ボーパルファム 牝2黒鹿 54

51 ▲原田 和真�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 430 ―1：02．9	 62．9�
11 イージスピューマ 牡2栗 54 藤岡 佑介眞﨑 修氏 奥村 豊 新冠 ハクツ牧場 442 ―1：03．64 14．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，496，100円 複勝： 22，426，800円 枠連： 7，036，800円
馬連： 25，478，500円 馬単： 16，102，200円 ワイド： 16，731，900円
3連複： 33，777，800円 3連単： 53，112，700円 計： 196，162，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 230円 � 150円 枠 連（2－4） 1，450円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 590円 �� 260円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 12，560円

票 数

単勝票数 計 214961 的中 � 51698（1番人気）
複勝票数 計 224268 的中 � 51345（1番人気）� 18890（5番人気）� 40933（2番人気）
枠連票数 計 70368 的中 （2－4） 3761（6番人気）
馬連票数 計 254785 的中 �� 11886（5番人気）
馬単票数 計 161022 的中 �� 4736（8番人気）
ワイド票数 計 167319 的中 �� 6789（6番人気）�� 19215（1番人気）�� 4623（9番人気）
3連複票数 計 337778 的中 ��� 12602（4番人気）
3連単票数 計 531127 的中 ��� 3065（23番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．8―35．8―47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 ・（2，6）（4，7）－（3，8）12（5，10，9）－1－11 4 ・（2，6）（4，7）－（5，3）12，10，9－8－1－11

勝馬の
紹 介

オアシスクイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゼンノエルシド 初出走

2014．4．20生 牝2鹿 母 リッピアピンク 母母 カ ル メ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ペイシャパッチ号・マスターマインド号・ヤマチョウマグナム号



17031 6月25日 小雨 稍重 （28函館1）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13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
1：07．8
1：06．5

良
良

48 イーグルアモン 牝5鹿 55
52 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B462－ 21：09．4 23．8�

510 オートクレール 牝5栗 55
52 ▲坂井 瑠星岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 430＋ 2 〃 クビ 30．9�

612 シェアザジョイフル 牝4鹿 55 川須 栄彦 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 452＋ 41：09．5クビ 27．8�
611 セレッソブランコ 牝4芦 55

53 △加藤 祥太三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 470－ 21：09．6� 8．3�
36 ヒ ル ダ 牝3栗 52 柴山 雄一吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：09．81� 3．9�
24 アフターダーク 牝3鹿 52 藤岡 佑介三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 482＋ 6 〃 クビ 44．7	
59 アズマクィーン 牝4鹿 55 岩田 康誠東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 474＋ 2 〃 アタマ 2．5

714� クリノツネチャン 牝5栗 55

53 △長岡 禎仁栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 454± 0 〃 ハナ 40．8�
815 レッドファーレン 牝4青鹿55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442＋ 61：09．9クビ 117．6�
713 ハギノナトゥーラ 牝4鹿 55 田辺 裕信日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 21：10．0� 9．4
35 ミンナノプリンセス 牝4黒鹿55 丸山 元気�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 440－ 21：10．21� 10．8�
12 � ベストエビデンス 牝4栗 55 横山 和生大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 412－ 21：10．3	 265．6�
47 ダイワズットラブ 牝4栗 55 三浦 皇成大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 442± 01：10．4クビ 15．1�
816 ウエスタンユーノー 牝5芦 55

52 ▲菊沢 一樹西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 488± 01：10．72 31．4�
23 アイファーマシェリ 牝5黒鹿55 北村 友一中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 448＋ 41：11．23 94．5�
11 レッドルシアン 牝5栗 55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：11．62� 60．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，303，200円 複勝： 32，258，600円 枠連： 11，566，200円
馬連： 40，424，900円 馬単： 22，477，700円 ワイド： 28，853，400円
3連複： 55，314，800円 3連単： 74，199，900円 計： 290，398，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 470円 � 670円 � 580円 枠 連（4－5） 850円

馬 連 �� 20，000円 馬 単 �� 50，020円

ワ イ ド �� 4，430円 �� 4，690円 �� 6，400円

3 連 複 ��� 91，370円 3 連 単 ��� 672，430円

票 数

単勝票数 計 253032 的中 � 8479（7番人気）
複勝票数 計 322586 的中 � 18514（7番人気）� 12339（9番人気）� 14508（8番人気）
枠連票数 計 115662 的中 （4－5） 10482（3番人気）
馬連票数 計 404249 的中 �� 1566（51番人気）
馬単票数 計 224777 的中 �� 337（117番人気）
ワイド票数 計 288534 的中 �� 1683（45番人気）�� 1590（47番人気）�� 1160（60番人気）
3連複票数 計 553148 的中 ��� 454（218番人気）
3連単票数 計 741999 的中 ��� 80（1366番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．3―11．6―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．7―45．3―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 ・（5，16）（11，13）（8，9，12）（1，3，14，15）－（2，10）7－4，6 4 ・（5，16）（11，13）（8，9，12）15（1，3，14）（10，7）2（4，6）

勝馬の
紹 介

イーグルアモン �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．7．28 新潟12着

2011．3．12生 牝5鹿 母 ミ ス ア モ ン 母母 ク リ ア モ ン 28戦2勝 賞金 22，765，000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 ユメノマイホーム号

17032 6月25日 小雨 不良 （28函館1）第3日 第8競走 ��
��1，000�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
57．7
56．9

重
重

33 ダブルフェイス �5栗 57 北村 友一山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大
作ステーブル 516－16 57．7 9．1�

55 	 ウォリアーズクロス 牡3鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 国枝 栄 米
B & B Blood-
stock, Inc &
Marty Hughes

526－ 2 57．8
 6．6�
67 � ノボリクリーン 牡4青鹿57 水口 優也原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 466－ 4 58．12 4．5�
22 バ ー ニ ー ズ 牡6栗 57

55 △長岡 禎仁村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 482＋ 4 58．2クビ 47．9�
811� トリアンドルス 牝4栗 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 466± 0 58．41� 96．6	
79 セイウンアワード 牡4鹿 57 田辺 裕信西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 522＋ 2 58．82
 24．1

56 コパノマイケル 牡3栗 54 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 B492－ 4 〃 ハナ 5．4�
11 カシノキングダム 牡4鹿 57

55 △井上 敏樹柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 B464＋ 2 58．9
 106．1�
44 � スカイアクセス �7鹿 57 西村 太一�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 532＋ 6 59．0
 47．0
710 リバーコンサート 牝5栗 55 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 438＋ 6 59．21� 34．3�
68 ライディングハイ 牝3鹿 52

49 ▲坂井 瑠星�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 476＋ 6 〃 クビ 23．1�
812 ア ン ミ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 472＋ 8 59．3 2．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，409，200円 複勝： 33，875，300円 枠連： 12，607，800円
馬連： 39，885，300円 馬単： 24，788，400円 ワイド： 27，286，700円
3連複： 50，689，400円 3連単： 82，052，200円 計： 296，594，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 260円 � 200円 � 170円 枠 連（3－5） 1，280円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 770円 �� 600円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 31，400円

票 数

単勝票数 計 254092 的中 � 22157（5番人気）
複勝票数 計 338753 的中 � 29272（5番人気）� 44604（4番人気）� 59498（2番人気）
枠連票数 計 126078 的中 （3－5） 7613（5番人気）
馬連票数 計 398853 的中 �� 9848（12番人気）
馬単票数 計 247884 的中 �� 3298（22番人気）
ワイド票数 計 272867 的中 �� 6336（12番人気）�� 9116（9番人気）�� 12031（7番人気）
3連複票数 計 506894 的中 ��� 8718（13番人気）
3連単票数 計 820522 的中 ��� 1894（106番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―33．9―45．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダブルフェイス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．1．19 中山2着

2011．4．18生 �5栗 母 クライインシンパシ 母母 クライングフォーモア 16戦2勝 賞金 21，080，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オールオブユー号・コスモキーマン号・スリーチアサウス号



17033 6月25日 晴 不良 （28函館1）第3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

78 バイタルフォルム 牡6黒鹿57 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 506± 01：45．4 4．6�
810 ポルトボナール 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 初也後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 494＋ 21：45．5� 4．8�
66 タマモアルム 牡3鹿 54 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 496＋ 21：45．6� 4．0�
44 ラインフィール 牡3栗 54 岩田 康誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 488－ 6 〃 ハナ 6．4�
89 クインズプルート 牡3栗 54 黛 弘人 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 498－ 81：45．7� 11．5�
11 ガルガンチュア 牡3栗 54

51 ▲原田 和真渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 412－ 2 〃 ハナ 14．8	
77 コマノサラサ 牝4栗 55 四位 洋文長谷川芳信氏 庄野 靖志 新ひだか 西川富岡牧場 462－ 41：45．8クビ 7．0

55 フジノナデシコ 牝3鹿 52 吉田 隼人藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 458＋ 61：46．22� 10．7�
22 アグリッパーバイオ 牡5黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－ 81：46．83� 31．0�
33 � スズカレビン 牡5鹿 57 小林 徹弥永井 啓弍氏 目野 哲也 洞	湖 レイクヴィラファーム 486－ 21：47．11� 112．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，783，600円 複勝： 31，339，500円 枠連： 9，361，300円
馬連： 41，208，900円 馬単： 23，637，400円 ワイド： 25，709，900円
3連複： 54，799，800円 3連単： 92，224，900円 計： 301，065，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 170円 � 140円 枠 連（7－8） 510円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 430円 �� 400円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 12，150円

票 数

単勝票数 計 227836 的中 � 38933（2番人気）
複勝票数 計 313395 的中 � 48495（2番人気）� 44363（3番人気）� 62808（1番人気）
枠連票数 計 93613 的中 （7－8） 14188（1番人気）
馬連票数 計 412089 的中 �� 28356（1番人気）
馬単票数 計 236374 的中 �� 6266（9番人気）
ワイド票数 計 257099 的中 �� 15354（3番人気）�� 16509（2番人気）�� 15192（4番人気）
3連複票数 計 547998 的中 ��� 20848（1番人気）
3連単票数 計 922249 的中 ��� 5499（18番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―30．4―43．5―56．7―1：08．9―1：21．0―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイタルフォルム �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2012．10．6 東京1着

2010．4．20生 牡6黒鹿 母 ポピーリース 母母 ポ ピ ー デ イ 34戦3勝 賞金 48，272，000円

17034 6月25日 晴 稍重 （28函館1）第3日 第10競走 ��
��2，000�

ゆ の か わ

湯 川 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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 ブルックデイル 牝4青鹿55 柴山 雄一 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B456＋ 42：02．9 2．9�
33 ウイングジャパン 牡4栗 57 四位 洋文池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 498－ 4 〃 アタマ 13．1�
88 サ ラ ザ ン 牡3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 アタマ 3．1�
77 コンチャフラメンカ 牝4黒鹿55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 新冠 パカパカ
ファーム 442＋ 42：03．11 4．8�

11 アドマイヤアロマ 牝5栗 55 吉田 隼人近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 454＋ 62：03．2� 4．5	
55 	 ライトパープル 牡5鹿 57 丹内 祐次�フォーレスト 伊藤 大士 新ひだか 嶋田牧場 478± 02：03．3
 88．2

22 � ストリートオベロン 牡4黒鹿57 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 462－ 6 〃 ハナ 17．4�
44 クリノイーソー 牡4鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 横井 哲 490＋102：05．2大差 35．7�

（8頭）
89 タイセイマジック �5鹿 57 川須 栄彦田中 成奉氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 464＋16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，383，300円 複勝： 28，856，100円 枠連： 7，984，100円
馬連： 41，928，700円 馬単： 24，985，300円 ワイド： 22，031，900円
3連複： 50，218，200円 3連単： 108，083，000円 計： 307，470，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 210円 � 140円 枠 連（3－6） 2，270円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 470円 �� 220円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 13，510円

票 数

単勝票数 差引計 233833（返還計 2840） 的中 � 62485（1番人気）
複勝票数 差引計 288561（返還計 4001） 的中 � 58963（3番人気）� 28638（5番人気）� 60560（2番人気）
枠連票数 差引計 79841（返還計 1044） 的中 （3－6） 2714（7番人気）
馬連票数 差引計 419287（返還計 21023） 的中 �� 20372（7番人気）
馬単票数 差引計 249853（返還計 12744） 的中 �� 5956（13番人気）
ワイド票数 差引計 220319（返還計 11145） 的中 �� 10992（7番人気）�� 30377（1番人気）�� 8223（9番人気）
3連複票数 差引計 502182（返還計 48062） 的中 ��� 22343（5番人気）
3連単票数 差引計1080830（返還計 97966） 的中 ��� 5797（48番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―13．1―13．0―13．1―12．7―12．0―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．4―48．5―1：01．5―1：14．6―1：27．3―1：39．3―1：50．9

コーナー
通過順位

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

2
4
3，8，6（2，4）1，5，7・（3，8）6，2（5，7，1）4

勝馬の
紹 介

ブルックデイル 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．27 新潟2着

2012．2．19生 牝4青鹿 母 マンハッタンセレブ 母母 サトルチェンジ 12戦3勝 賞金 34，165，000円
〔競走除外〕 タイセイマジック号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔発走状況〕 アドマイヤアロマ号は，枠入り不良。



17035 6月25日 晴 不良 （28函館1）第3日 第11競走 ��
��1，700�

おおぬま

大沼ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：42．0
1：41．7

重
不良

22 モンドクラッセ 牡5鹿 57 三浦 皇成�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 520－ 61：41．7レコード 1．7�
812 ビービーバーレル 牝3栗 50 丸田 恭介坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 484＋ 41：42．23 7．4�
44 ナリタスーパーワン 牡7鹿 56 北村 友一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 61：42．73 22．5�
55 ソ ロ ル 牡6黒鹿58 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム B496－161：42．8� 35．9�
33 	 イッシンドウタイ 牡7鹿 58 藤岡 佑介�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 516－ 4 〃 ハナ 18．7	
56 マイネルバウンス 牡7栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 492＋ 2 〃 ハナ 34．9

79 バ ン ズ ー ム 牡5鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 478＋10 〃 ハナ 5．1�
11 イースターパレード 
7栗 56 菱田 裕二�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 506－ 41：42．9クビ 22．5�
68 トミケンユークアイ 
7黒鹿56 川須 栄彦冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 486－ 41：43．21� 88．1
67 キープインタッチ 牡6鹿 56 吉田 隼人村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 502－ 4 〃 アタマ 28．4�
811 ヒラボクプリンス 牡6鹿 56 四位 洋文�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 496＋ 4 〃 同着 13．5�
710 ヴァンヌーヴォー 牡7鹿 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502± 01：45．0大差 52．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 62，626，300円 複勝： 75，002，700円 枠連： 29，156，200円
馬連： 158，707，700円 馬単： 81，589，800円 ワイド： 81，416，100円
3連複： 223，871，400円 3連単： 380，806，000円 計： 1，093，176，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 370円 枠 連（2－8） 460円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 420円 �� 760円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 6，060円 3 連 単 ��� 17，540円

票 数

単勝票数 計 626263 的中 � 291577（1番人気）
複勝票数 計 750027 的中 � 283392（1番人気）� 67258（3番人気）� 32972（7番人気）
枠連票数 計 291562 的中 （2－8） 49067（2番人気）
馬連票数 計1587077 的中 �� 126613（3番人気）
馬単票数 計 815898 的中 �� 47877（3番人気）
ワイド票数 計 814161 的中 �� 54317（3番人気）�� 27443（7番人気）�� 6782（32番人気）
3連複票数 計2238714 的中 ��� 27672（21番人気）
3連単票数 計3808060 的中 ��� 15732（55番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―12．1―12．6―12．3―11．4―11．7―11．7―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．7―42．3―54．6―1：06．0―1：17．7―1：29．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンドクラッセ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2013．12．7 中山6着

2011．5．6生 牡5鹿 母 クッキーキティ 母母 ユキノサクラ 16戦6勝 賞金 108，586，000円
※出走取消馬 ヒラボクマジック号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クリノヒマラヤオー号

17036 6月25日 晴 稍重 （28函館1）第3日 第12競走 ��
��1，200�

お し ゃ ま ん べ

長 万 部 特 別
発走16時05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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：06．5

良
良

68 イ キ オ イ 牡4鹿 57 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 442± 01：09．7 72．4�
11 ユメノマイホーム 牝4栗 55 吉田 隼人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 444－ 2 〃 アタマ 8．4�
56 ビリーヴザワン �5鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 482± 01：10．12	 31．9�
22 ベルモントラハイナ 牝5鹿 55 川須 栄彦�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 456－12 〃 クビ 27．3�
55 シンフォニア 牝4栗 55 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 486＋ 4 〃 ハナ 4．4�
812
 ウッディタイガー 牡3黒鹿54 服部 茂史山本 憲明氏 田中 淳司 新ひだか 金 宏二 460＋ 21：10．31� 30．9	

（北海道） （北海道）

811 レッドディザーブ 牡4黒鹿57 池添 謙一 
東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 480＋ 81：10．4クビ 12．6�
710 ビーウィッチド 牝4鹿 55 三浦 皇成
G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 440－ 6 〃 ハナ 12．6�
44 � エクシードリミッツ 牝4栗 55 岩田 康誠吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney

Foods Ltd 472＋ 21：10．61� 3．6
67 フェアラフィネ 牝4芦 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 448± 0 〃 アタマ 2．8�
33 トミケンフィアブル 牡6栗 57 長岡 禎仁冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 高野牧場 484－ 8 〃 クビ 226．6�
79 サンフレイム 牝4芦 55 北村 友一 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488－ 21：11．34 124．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，327，900円 複勝： 53，133，300円 枠連： 18，549，000円
馬連： 85，428，300円 馬単： 43，502，400円 ワイド： 45，688，600円
3連複： 110，402，300円 3連単： 191，010，800円 計： 587，042，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，240円 複 勝 � 1，140円 � 230円 � 720円 枠 連（1－6） 1，040円

馬 連 �� 14，670円 馬 単 �� 36，290円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 9，410円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 74，730円 3 連 単 ��� 695，890円

票 数

単勝票数 計 393279 的中 � 4340（10番人気）
複勝票数 計 531333 的中 � 10772（10番人気）� 71985（4番人気）� 17871（8番人気）
枠連票数 計 185490 的中 （1－6） 13815（4番人気）
馬連票数 計 854283 的中 �� 4511（34番人気）
馬単票数 計 435024 的中 �� 899（76番人気）
ワイド票数 計 456886 的中 �� 3915（29番人気）�� 1237（49番人気）�� 4482（26番人気）
3連複票数 計1104023 的中 ��� 1108（125番人気）
3連単票数 計1910108 的中 ��� 199（819番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．4―11．7―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．2―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ キ オ イ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2014．7．12 函館5着

2012．4．23生 牡4鹿 母 ユメノラッキー 母母 Tracey’s Secret 24戦2勝 賞金 27，817，000円
※ユメノマイホーム号は，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。



（28函館1）第3日 6月25日（土曜日） 雨一時曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

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

187，650，000円
1，270，000円
10，040，000円
1，280，000円
19，120，000円
58，483，000円
4，004，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
320，294，600円
454，447，700円
147，255，500円
593，220，400円
335，912，400円
356，176，400円
802，099，500円
1，298，159，600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 4，307，566，100円

総入場人員 3，600名 （有料入場人員 3，146名）
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