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17061 7月3日 晴 不良 （28函館1）第6日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走9時55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
57．7
56．9

重
重

79 プリンシアラッテオ 牝3青鹿54 嶋田 純次芳川 貴行氏 手塚 貴久 浦河 高村牧場 B454－ 2 59．3 16．4�
22 フ ュ テ ー ル 牡3青鹿56 岩田 康誠落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 500± 0 59．51� 3．9�
11 フレアリングブルー 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真加藤 徹氏 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 422－ 8 〃 クビ 6．3�
55 アンペラール 牡3芦 56 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 松平牧場 430＋ 4 59．71 6．9�
67 ノートルスウェ 牡3栗 56 川須 栄彦�ヒダカファーム松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 512－ 2 59．8� 1．8	
710 ハコダテキミコ 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁大友 靖岐氏 相沢 郁 新冠 オリエント牧場 444－ 6 〃 アタマ 59．3

44 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 476－ 41：00．01� 105．0�
33 スリーアリアン 牝3鹿 54 松岡 正海永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 B448＋ 41：00．32 39．9�
811 ブラウンヴィーヴォ 牡3鹿 56 三浦 皇成キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 金石牧場 B474＋ 61：00．51� 144．9
68 アムールブラン 牝3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＋14 〃 クビ 38．9�
812 サンライフル 牡3鹿 56 古川 吉洋加藤 信之氏 的場 均 新冠 樋渡 志尚 476－ 41：00．6� 75．3�
56 ハヤブサマナポン 牝3栗 54

52 △井上 敏樹武田 修氏 伊藤 圭三 浦河 ガーベラパー
クスタツド 424－ 61：01．02� 162．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，296，800円 複勝： 37，244，400円 枠連： 8，047，800円
馬連： 34，120，400円 馬単： 23，293，000円 ワイド： 23，472，100円
3連複： 53，751，000円 3連単： 97，722，900円 計： 295，948，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 450円 � 210円 � 290円 枠 連（2－7） 2，810円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 8，820円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，120円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 51，710円

票 数

単勝票数 計 182968 的中 � 8873（5番人気）
複勝票数 計 372444 的中 � 18936（5番人気）� 52556（2番人気）� 33365（4番人気）
枠連票数 計 80478 的中 （2－7） 2213（9番人気）
馬連票数 計 341204 的中 �� 8874（10番人気）
馬単票数 計 232930 的中 �� 1980（23番人気）
ワイド票数 計 234721 的中 �� 6780（8番人気）�� 5115（10番人気）�� 15861（4番人気）
3連複票数 計 537510 的中 ��� 8640（11番人気）
3連単票数 計 977229 的中 ��� 1370（128番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．8―35．6―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンシアラッテオ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ビッグサンデー デビュー 2015．10．18 新潟5着

2013．3．18生 牝3青鹿 母 ヤサシイキモチ 母母 ビッグハッピー 6戦1勝 賞金 5，500，000円

17062 7月3日 晴 重 （28函館1）第6日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時20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 � エアオブザドラゴン 牡3鹿 56 吉田 豊岡田 牧雄氏 高木 登 英 Cheveley Park
Stud Ltd 504＋ 21：10．8 20．7�

24 シェヴェルニー 牝3黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 418± 0 〃 ハナ 35．4�
11 ドンボラーレ 牡3栗 56

54 △城戸 義政山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 446＋ 6 〃 クビ 8．1�
713 ファインキャプテン 牡3栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 21：10．9� 6．2�
35 タニマサガール 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 416＋ 41：11．0クビ 27．9�
714 コイスルキセキ 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 11．3	
612 プラチナメモリー 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 �サンデーレーシング 吉田 直弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 388＋ 2 〃 アタマ 60．0


59 ア ジ ロ 牝3栗 54 川須 栄彦永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム B450± 01：11．1クビ 12．8�

23 � カムホームラッシー 牝3黒鹿54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 John
O’Connor 454＋ 6 〃 クビ 5．6�

815� モズジャカランダ 牝3栗 52
50 △加藤 祥太 キャピタル・システム 小崎 憲 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 454± 01：11．2クビ 172．9�
611 コスモバード 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 池上 昌和 日高 中前牧場 488－ 4 〃 クビ 7．8�
12 レッドボルテクス 牡3栗 56 岩田 康誠 東京ホースレーシング 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 B472± 01：11．3クビ 6．0�
36 ペプチドヴィーナス 牝3黒鹿54 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 456－ 2 〃 ハナ 305．3�
510 ピュアウィッシーズ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 416＋ 6 〃 クビ 6．4�
48 ユキノアプローズ 牝3鹿 54 丸山 元気井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 436＋ 61：11．51	 48．7�
816 コクリュウカフェ 牡3黒鹿56 池添 謙一西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 440－141：11．92� 55．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，588，200円 複勝： 30，726，700円 枠連： 12，163，800円
馬連： 38，080，200円 馬単： 18，962，900円 ワイド： 27，037，900円
3連複： 62，702，900円 3連単： 70，902，200円 計： 279，164，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 600円 � 1，130円 � 340円 枠 連（2－4） 4，590円

馬 連 �� 29，240円 馬 単 �� 36，000円

ワ イ ド �� 9，650円 �� 2，570円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 51，960円 3 連 単 ��� 367，170円

票 数

単勝票数 計 185882 的中 � 7174（9番人気）
複勝票数 計 307267 的中 � 13160（10番人気）� 6597（11番人気）� 26712（6番人気）
枠連票数 計 121638 的中 （2－4） 2050（18番人気）
馬連票数 計 380802 的中 �� 1009（77番人気）
馬単票数 計 189629 的中 �� 395（120番人気）
ワイド票数 計 270379 的中 �� 715（78番人気）�� 2746（31番人気）�� 1756（47番人気）
3連複票数 計 627029 的中 ��� 905（167番人気）
3連単票数 計 709022 的中 ��� 140（1146番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―11．8―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―46．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エアオブザドラゴン �
�
父 Medicean �

�
母父 Fantastic Light デビュー 2015．11．28 東京16着

2013．4．14生 牡3鹿 母 Regal Riband 母母 Regal Rose 4戦1勝 賞金 4，800，000円
〔制裁〕 シェヴェルニー号の騎手西村太一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）

モズジャカランダ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：16
番）

〔その他〕 ユキノアプローズ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ユキノアプローズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年9月3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 テーオーバーキン号・ベリースコール号

第１回 函館競馬 第６日



17063 7月3日 晴 不良 （28函館1）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 4，800，000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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

710 ハギノスノーボール 牡3芦 56 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 488± 01：44．1 2．8�
69 ライトブリンガー 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B468＋ 21：44．52� 9．2�
711 ゴ テ ツ 牡3青鹿56 池添 謙一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 482－ 61：44．92� 2．1�
11 ダンツペレット 牡3芦 56 菱田 裕二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 494＋ 4 〃 ハナ 29．4�
33 ワイズセレクション 牡3鹿 56 古川 吉洋山田 弘氏 宮 徹 日高 シンボリ牧場 460＋ 41：46．28 27．0�
68 ムーンシャイナー 牡3黒鹿56 黛 弘人岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 448± 01：46．41 46．6	
44 コラージェン 牡3鹿 56 三浦 皇成
ノースヒルズ 小笠 倫弘 新ひだか タガミファーム B468－ 4 〃 ハナ 9．2�
57 ホッコーパフューム 牝3鹿 54 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 462＋ 41：47．78 182．9�
45 メイショウバッハ 牡3栗 56

54 △城戸 義政松本 好氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 462－ 21：47．8クビ 15．6�
22 ガーデンタイム 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 佐藤 陽一 466＋ 21：48．54 258．0�
812� レディーガリレオ 牝3栗 54

52 △加藤 祥太大塚 亮一氏 斉藤 崇史 愛 Paulyn
Limited 396± 01：48．6クビ 239．2�

813� レザニティエ 牝3鹿 54 松岡 正海吉田 和子氏 矢作 芳人 米 Padua Sta-
bles, LLC 454－ 21：49．34 120．1�

56 � ローエキスキーズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 池添 学 愛
Britannia
T’Breds & The
Hon R J Arculli

444－ 61：50．36 22．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，156，900円 複勝： 41，857，100円 枠連： 13，007，200円
馬連： 37，291，700円 馬単： 23，729，600円 ワイド： 25，292，600円
3連複： 59，519，200円 3連単： 91，009，600円 計： 313，863，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 200円 � 110円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 420円 �� 130円 �� 360円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 221569 的中 � 62765（2番人気）
複勝票数 計 418571 的中 � 119870（2番人気）� 24006（4番人気）� 165771（1番人気）
枠連票数 計 130072 的中 （6－7） 16133（3番人気）
馬連票数 計 372917 的中 �� 18121（4番人気）
馬単票数 計 237296 的中 �� 6870（6番人気）
ワイド票数 計 252926 的中 �� 11496（6番人気）�� 72338（1番人気）�� 13911（4番人気）
3連複票数 計 595192 的中 ��� 72025（1番人気）
3連単票数 計 910096 的中 ��� 12410（14番人気）

ハロンタイム 7．0―10．5―11．1―12．4―13．3―12．4―12．8―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．5―28．6―41．0―54．3―1：06．7―1：19．5―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノスノーボール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．1．24 京都4着

2013．3．24生 牡3芦 母 ハギノハニー 母母 ハギノラベンダー 5戦1勝 賞金 10，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レザニティエ号・ローエキスキーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月

3日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クインズフェザー号

17064 7月3日 晴 重 （28函館1）第6日 第4競走 ��1，800�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 4，800，000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

814 アグネスリバティ 牡3黒鹿56 荻野 琢真渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 464± 01：50．1 13．1�
58 ダ イ フ ク 牡3黒鹿56 吉田 隼人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 468± 0 〃 クビ 4．9�
59 デルマタスケ 牡3芦 56

53 ▲原田 和真浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 456＋ 21：50．52� 154．0�
712 デ ィ ク タ ム 牡3鹿 56 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：50．6� 3．1�
11 ウ ル ド 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 396－141：50．7クビ 8．3�
47 メイショウティグレ 牡3黒鹿56 松岡 正海松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 444－ 4 〃 アタマ 4．7�
46 ジャスミンノカオリ 牝3鹿 54 岩田 康誠寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム 448＋10 〃 ハナ 19．6	
35 ギ ャ ツ ビ ー 牡3栗 56 北村 友一 
CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 444± 01：50．8� 6．9�
815 タイセイフラム 牝3鹿 54 川須 栄彦田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 B420＋ 21：51．01� 100．2�
713 コスモリシャール 牡3黒鹿56 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 高橋 義博 新ひだか 静内酒井牧場 450＋ 4 〃 ハナ 16．8�
611 フラヴィニー 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 むかわ 市川牧場 460－ 41：51．21� 197．9�
22 フィールザシルバー 牡3鹿 56 勝浦 正樹櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 454＋121：52．05 47．6�
34 サイモンキンバリー 牡3鹿 56 横山 和生澤田 昭紀氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 484± 01：53．06 194．1�
23 ワンアームドシザー 牡3鹿 56 古川 吉洋小阪 優友氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 494＋ 21：53．1クビ 53．1�
610 サンブレナード 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹加藤 信之氏 清水 英克 日高 新井 昭二 458＋ 41：54．37 305．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，607，800円 複勝： 31，261，700円 枠連： 10，121，000円
馬連： 36，677，700円 馬単： 19，952，300円 ワイド： 24，118，000円
3連複： 50，046，600円 3連単： 64，929，000円 計： 257，714，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 380円 � 200円 � 3，940円 枠 連（5－8） 2，800円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 930円 �� 33，050円 �� 16，930円

3 連 複 ��� 214，480円 3 連 単 ��� 811，610円

票 数

単勝票数 計 206078 的中 � 12511（6番人気）
複勝票数 計 312617 的中 � 20511（7番人気）� 52169（2番人気）� 1645（12番人気）
枠連票数 計 101210 的中 （5－8） 2794（13番人気）
馬連票数 計 366777 的中 �� 9829（12番人気）
馬単票数 計 199523 的中 �� 2146（30番人気）
ワイド票数 計 241180 的中 �� 7007（12番人気）�� 183（83番人気）�� 358（62番人気）
3連複票数 計 500466 的中 ��� 175（210番人気）
3連単票数 計 649290 的中 ��� 58（1000番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―12．6―12．9―12．5―12．5―12．3―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―36．4―49．3―1：01．8―1：14．3―1：26．6―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスリバティ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．1．30 中京2着

2013．5．24生 牡3黒鹿 母 アグネスラブ 母母 アグネスベローナ 5戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 メイショウティグレ号の騎手松岡正海は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンブレナード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月3日まで平地競走

に出走できない。



17065 7月3日 晴 重 （28函館1）第6日 第5競走 ��1，200�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
1：09．3
1：07．8

良
良

22 メローブリーズ 牝2黒鹿54 古川 吉洋�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 454 ―1：11．0 3．9�
11 ハヤブサナンデダロ 牡2鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500 ―1：11．42� 11．9�
66 ラヴトワイス 牝2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 442 ―1：12．25 4．7�
44 ダブルディライト 牡2栗 54 松岡 正海山口 正行氏 武市 康男 新冠 小泉牧場 462 ― 〃 クビ 4．3�
33 エボニーアイボリー 牝2黒鹿54 勝浦 正樹諸江 幸祐氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 440 ―1：13．47 3．9�
55 サクラレガーロ 牡2栗 54 三浦 皇成	さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 西村 和夫 442 ―1：14．25 6．2


（6頭）

売 得 金
単勝： 28，011，000円 複勝： 30，027，300円 枠連： 発売なし
馬連： 29，425，300円 馬単： 22，057，500円 ワイド： 14，775，000円
3連複： 34，310，300円 3連単： 105，872，900円 計： 264，479，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 470円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 660円 �� 290円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 17，270円

票 数

単勝票数 計 280110 的中 � 59333（2番人気）
複勝票数 計 300273 的中 � 69903（1番人気）� 20980（6番人気）
馬連票数 計 294253 的中 �� 10451（13番人気）
馬単票数 計 220575 的中 �� 4313（21番人気）
ワイド票数 計 147750 的中 �� 5372（11番人気）�� 14479（3番人気）�� 4742（15番人気）
3連複票数 計 343103 的中 ��� 9504（17番人気）
3連単票数 計1058729 的中 ��� 4444（103番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．6―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．3―35．9―47．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メローブリーズ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2014．3．29生 牝2黒鹿 母 コンドルショット 母母 リープフォージョイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 パイオニアワーク号（疾病〔両前肢挫創〕のため）

17066 7月3日 晴 重 （28函館1）第6日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走12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

811� ダイアモンドノーム 牝3栗 52
49 ▲坂井 瑠星友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 426＋ 2 58．3 6．6�

11 	 イ ズ モ 牡4栗 57 池添 謙一田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky
Farms 476－ 2 〃 クビ 11．8�

67 � チェリーサマー 牡4鹿 57 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 514－ 4 58．4
 1．8�
79 テンプルツリー 牝3鹿 52

50 △井上 敏樹山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 438＋ 6 59．35 16．4�
810 セイウンアワード 牡4鹿 57 松岡 正海西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 518－ 4 59．51� 37．8�
22 ラッキーダン 牡4黒鹿57 勝浦 正樹田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B468± 0 59．6
 13．6�
33 ハ ネ ト 牝3鹿 52 黛 弘人矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 456＋ 4 〃 クビ 20．9	
66 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± 0 59．81� 13．2

78 スティルプリンス 牡3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 478－ 21：00．01� 204．5�
55 コスモキーマン 牡4鹿 57 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 464－ 61：00．42
 6．1
44 ワイエムデマクール 牡3栗 54

52 △加藤 祥太�サンライズ 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 466＋ 21：00．93 102．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，963，700円 複勝： 48，204，900円 枠連： 8，236，300円
馬連： 35，337，900円 馬単： 24，770，000円 ワイド： 22，944，200円
3連複： 55，430，400円 3連単： 89，723，800円 計： 306，611，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 170円 � 380円 � 110円 枠 連（1－8） 6，090円

馬 連 �� 6，540円 馬 単 �� 13，000円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 270円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 26，360円

票 数

単勝票数 計 219637 的中 � 26470（3番人気）
複勝票数 計 482049 的中 � 38418（2番人気）� 11419（9番人気）� 300954（1番人気）
枠連票数 計 82363 的中 （1－8） 1048（16番人気）
馬連票数 計 353379 的中 �� 4186（17番人気）
馬単票数 計 247700 的中 �� 1429（32番人気）
ワイド票数 計 229442 的中 �� 3548（18番人気）�� 25094（2番人気）�� 8568（8番人気）
3連複票数 計 554304 的中 ��� 16254（9番人気）
3連単票数 計 897238 的中 ��� 2467（97番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―35．1―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダイアモンドノーム �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 サウスヴィグラス

2013．4．8生 牝3栗 母 サウスサプライズ 母母 サウスビューティー 7戦1勝 賞金 9，140，000円
地方デビュー 2015．8．18 門別



17067 7月3日 晴 重 （28函館1）第6日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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
1：57．8
1：56．1

良
良

67 アグレアーブル 牝3青鹿52 岩田 康誠 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：01．7 4．2�
22 ジャポニカーラ 牝4黒鹿55 池添 謙一 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 420＋122：01．8� 7．7�
11 ビレッジソング 牝5鹿 55

53 △城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 434＋ 4 〃 クビ 96．2�
812 ヴァフラーム 牝4鹿 55 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：01．9クビ 2．2�
44 オリエントワークス 牝3鹿 52 菱田 裕二�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 468± 0 〃 クビ 7．3	
68 エミーズレシピ 牝3鹿 52 三浦 皇成ユアストーリー 友道 康夫 浦河 高村牧場 488－ 42：02．0� 8．5

79 アプリコットベリー 牝4青鹿 55

52 ▲坂井 瑠星 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 400－ 22：02．1クビ 16．8�

56 � ダブルフラワー 牝4栗 55 丹内 祐次 �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 492＋ 42：02．31	 42．5�
811 ル ア ン ジ ュ 牝4青 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 22：02．4� 17．7
33 チ ャ リ シ ー 牝4鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：03．03� 24．0�
710� リ プ カ 牝4栗 55

53 △加藤 祥太佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 388＋ 42：03．21	 363．6�
55 � ベストエビデンス 牝4栗 55 木幡 初広大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 414＋ 22：03．3� 260．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，048，300円 複勝： 33，323，700円 枠連： 10，797，300円
馬連： 40，547，300円 馬単： 21，568，800円 ワイド： 25，611，300円
3連複： 54，816，900円 3連単： 82，136，000円 計： 292，849，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 280円 � 1，220円 枠 連（2－6） 1，510円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 680円 �� 4，750円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 34，110円 3 連 単 ��� 108，660円

票 数

単勝票数 計 240483 的中 � 44772（2番人気）
複勝票数 計 333237 的中 � 55632（2番人気）� 30679（5番人気）� 5637（10番人気）
枠連票数 計 107973 的中 （2－6） 5514（6番人気）
馬連票数 計 405473 的中 �� 15825（9番人気）
馬単票数 計 215688 的中 �� 4887（13番人気）
ワイド票数 計 256113 的中 �� 10365（7番人気）�� 1344（37番人気）�� 1222（40番人気）
3連複票数 計 548169 的中 ��� 1205（81番人気）
3連単票数 計 821360 的中 ��� 548（329番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―13．0―13．2―12．6―12．1―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―34．8―47．8―1：01．0―1：13．6―1：25．7―1：37．7―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
12，5，6，1（2，8）－（10，11）－7（3，9）4・（12，4）（1，5，6）（2，8）10（11，7，9）3

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

勝馬の
紹 介

アグレアーブル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2015．10．17 東京1着

2013．2．12生 牝3青鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 5戦2勝 賞金 14，500，000円

17068 7月3日 晴 重 （28函館1）第6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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

813 サクラエンパイア 牡3鹿 54 藤岡 佑介�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 454－ 41：44．9 3．3�
57 カレンマタドール �5鹿 57 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B506－ 41：45．0� 3．4�
812 トラキアンコード �4芦 57 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 494－ 21：45．21	 4．6�
45 ノースランドボーイ �4青 57 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 474± 01：45．73 17．3�
69 コスモカナディアン 牡3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 464＋ 2 〃 クビ 12．3	
68 エンクエントロス 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 500＋ 6 〃 ハナ 31．9

11 ラインセイラ 牝3栗 52 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462＋ 41：45．91 79．9�
22 サンウィノナ 牝4鹿 55 古川 吉洋加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 460＋101：46．0
 26．6�
33 � アルピニスト 牡5鹿 57

54 ▲坂井 瑠星吉澤 克己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480－101：46．1クビ 193．4
710 ツクバイーメーカー 牡4鹿 57 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム 500± 0 〃 アタマ 13．5�
44 セレンディップ 牝3栗 52 三浦 皇成星野 壽市氏 上原 博之 日高 前野牧場 B504－ 21：46．73� 28．9�
711 ポルトボナール 牡4黒鹿57 吉田 隼人後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 494± 01：46．8クビ 9．1�

（12頭）
56 シングンパワー 牡4栗 57

55 △長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育
成牧場 488－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，338，000円 複勝： 33，267，800円 枠連： 14，933，500円
馬連： 37，813，500円 馬単： 20，343，300円 ワイド： 26，189，800円
3連複： 51，142，000円 3連単： 73，627，400円 計： 279，655，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 120円 � 150円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 270円 �� 430円 �� 260円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 差引計 223380（返還計 16082） 的中 � 53389（1番人気）
複勝票数 差引計 332678（返還計 26545） 的中 � 58111（2番人気）� 79404（1番人気）� 52502（3番人気）
枠連票数 差引計 149335（返還計 4333） 的中 （5－8） 36076（1番人気）
馬連票数 差引計 378135（返還計 53382） 的中 �� 49616（1番人気）
馬単票数 差引計 203433（返還計 28816） 的中 �� 13330（2番人気）
ワイド票数 差引計 261898（返還計 37978） 的中 �� 25336（2番人気）�� 14047（5番人気）�� 26782（1番人気）
3連複票数 差引計 511420（返還計132595） 的中 ��� 44748（1番人気）
3連単票数 差引計 736274（返還計186369） 的中 ��� 13086（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．6―43．8―56．1―1：08．1―1：20．4―1：32．7

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

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

勝馬の
紹 介

サクラエンパイア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Gulch デビュー 2016．1．31 東京1着

2013．3．25生 牡3鹿 母 シロガネーゼカフェ 母母 Wajna 3戦2勝 賞金 14，600，000円
〔競走除外〕 シングンパワー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シングンパワー号は，平成28年7月4日から平成28年8月2日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



17069 7月3日 晴 稍重 （28函館1）第6日 第9競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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
2：38．7
2：37．3

良
良

68 メ ゾ ン リ ー 牡3黒鹿54 池添 謙一西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 42：42．5 2．6�

55 クラシックエース 牡4鹿 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438＋102：42．82 22．7�
812 ビクトリーミノル 牡4栗 57 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474－ 82：43．43� 113．9�
67 ロッカフラベイビー 牝4黒鹿55 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 クビ 4．2�
44 アドマイヤロワ 牡4鹿 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 478－ 22：43．5� 9．1�
811 カ ラ ビ ナ 牡3鹿 54

52 △城戸 義政 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514＋ 42：43．6� 7．9	

22 � タガノグリズリー 牡5鹿 57
54 ▲菊沢 一樹八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B470± 02：43．81 22．1


710 ディスピュート 牡3鹿 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 426± 02：44．01� 17．9�
56 アドマイヤキンカク 牡6鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452－ 22：44．42� 26．9�
11 クロイツェル 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B490－ 22：44．5� 5．7
33 マイネルアトゥー 牡3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 22：45．13� 38．7�
79 グッドタイムロール 牝5栗 55

52 ▲坂井 瑠星�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 516－ 22：46．05 57．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，547，100円 複勝： 38，112，900円 枠連： 12，649，100円
馬連： 51，443，500円 馬単： 29，287，800円 ワイド： 32，868，200円
3連複： 72，564，500円 3連単： 113，835，200円 計： 377，308，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 560円 � 1，980円 枠 連（5－6） 910円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 5，120円 �� 19，170円

3 連 複 ��� 86，520円 3 連 単 ��� 278，810円

票 数

単勝票数 計 265471 的中 � 79588（1番人気）
複勝票数 計 381129 的中 � 93051（1番人気）� 14789（9番人気）� 3773（12番人気）
枠連票数 計 126491 的中 （5－6） 10699（5番人気）
馬連票数 計 514435 的中 �� 12775（11番人気）
馬単票数 計 292878 的中 �� 4575（18番人気）
ワイド票数 計 328682 的中 �� 6545（15番人気）�� 1638（46番人気）�� 433（64番人気）
3連複票数 計 725645 的中 ��� 629（144番人気）
3連単票数 計1138352 的中 ��� 296（621番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．3―12．5―11．8―13．2―13．3―13．3―12．7―12．1―12．3―11．8―12．1

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―25．1―37．4―49．9―1：01．7―1：14．9―1：28．2―1：41．5―1：54．2―2：06．3―2：18．6―2：30．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メ ゾ ン リ ー �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 Kaldoun デビュー 2015．10．11 東京4着

2013．2．22生 牡3黒鹿 母 ハッシュバンバン 母母 Horphaly 8戦2勝 賞金 23，128，000円
〔制裁〕 ロッカフラベイビー号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

17070 7月3日 曇 重 （28函館1）第6日 第10競走 ��
��1，700�

ひ や ま

檜 山 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．7．4以降28．6．26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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

813� マヤノカデンツァ 牡7栗 52 北村 友一田所 英子氏 西村 真幸 新冠 村田牧場 B472＋ 41：43．8 22．1�
711 エ ポ ッ ク 牡3黒鹿53 藤岡 佑介吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B498± 01：44．22� 5．7�
11 ピグマリオン 	7鹿 55 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 466± 01：44．83� 6．7�
69 ベルフィオーレ 牝5黒鹿52 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 436－121：45．01
 7．2�
57 ピッツネイル 牝5芦 51 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか カントリー牧場 510± 01：45．31� 107．6	
22 メイスンウォー 牡6鹿 54 長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 2 〃 ハナ 33．2

56 ス ザ ク 牡5鹿 54 池添 謙一一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 508＋ 6 〃 クビ 42．9�
812 メイショウホウトウ 牡5青鹿54 加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 498＋ 81：45．4� 16．6�
68 サンライズアルブル 牡5黒鹿55 古川 吉洋松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 41：45．5� 5．3
33 バイタルフォルム 牡6黒鹿54 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 504－ 21：45．92� 19．2�
44 ワイルドコットン 牡5栗 55 勝浦 正樹池谷 誠一氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 B496－ 21：46．0� 2．8�
45 アンジェラスベル 牝6鹿 51 井上 敏樹田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B494＋141：46．53 113．1�
710 カネコメオスター 牡5栗 53 黛 弘人髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 504－ 21：46．71
 40．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，322，500円 複勝： 40，697，100円 枠連： 16，707，600円
馬連： 69，875，100円 馬単： 34，984，700円 ワイド： 37，528，800円
3連複： 95，129，300円 3連単： 141，906，000円 計： 465，151，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 530円 � 220円 � 200円 枠 連（7－8） 2，570円

馬 連 �� 7，670円 馬 単 �� 17，250円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，830円 �� 870円

3 連 複 ��� 17，110円 3 連 単 ��� 121，750円

票 数

単勝票数 計 283225 的中 � 10220（8番人気）
複勝票数 計 406971 的中 � 16541（7番人気）� 51495（4番人気）� 58645（3番人気）
枠連票数 計 167076 的中 （7－8） 5031（10番人気）
馬連票数 計 698751 的中 �� 7053（26番人気）
馬単票数 計 349847 的中 �� 1521（55番人気）
ワイド票数 計 375288 的中 �� 4713（24番人気）�� 5194（17番人気）�� 11528（8番人気）
3連複票数 計 951293 的中 ��� 4169（56番人気）
3連単票数 計1419060 的中 ��� 845（360番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―11．4―12．7―12．9―12．1―12．5―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．0―41．7―54．6―1：06．7―1：19．2―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マヤノカデンツァ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 スペシャルウィーク

2009．2．27生 牡7栗 母 サルトリーガール 母母 アイレスバリーヒル 41戦2勝 賞金 48，236，000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 コスモカウピリ号
（非抽選馬） 2頭 アスカクイン号・ルヴァンカー号



17071 7月3日 曇 稍重 （28函館1）第6日 第11競走
北海道新幹線開業記念

��
��1，800�

ともえ

巴 賞
発走15時25分 （芝・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

函館馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

810� レッドレイヴン 牡6青鹿57 池添 謙一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli
& Bobby Flay 514＋ 41：47．7 2．9�

66 マテンロウボス 牡5黒鹿56 岩田 康誠寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 468＋ 21：48．01	 5．4�
79 ツクバアズマオー 牡5鹿 56 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 クビ 6．7�
22 フェイマスエンド 牡5栗 56 三浦 皇成 �シルクレーシング 
島 一歩 新冠 中村農場 480± 01：48．1クビ 11．1�
811 マイネグレヴィル 牝5鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 61：48．52� 7．7	
33 ケイティープライド 牡6鹿 56 藤岡 佑介�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 11．3

55 リ ベ ル タ ス 牡8鹿 56 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 496± 01：48．71� 44．3�
11 � ルグランフリソン 牡3鹿 52 勝浦 正樹前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 468＋101：48．8クビ 6．6�
67 マ デ イ ラ 牡7栗 56 古川 吉洋 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 486± 01：49．33 72．6
78 フレイムコード 牝7鹿 54 菱田 裕二�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 472－ 41：49．4クビ 48．0�
44 オ ツ ウ 牝6鹿 54 加藤 祥太大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492－ 61：49．61� 14．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，797，400円 複勝： 85，059，800円 枠連： 33，939，400円
馬連： 202，298，300円 馬単： 94，511，700円 ワイド： 87，217，900円
3連複： 274，332，000円 3連単： 467，531，100円 計： 1，308，687，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 160円 � 180円 枠 連（6－8） 480円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 330円 �� 450円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 5，930円

票 数

単勝票数 計 637974 的中 � 172378（1番人気）
複勝票数 計 850598 的中 � 197321（1番人気）� 131138（2番人気）� 106975（3番人気）
枠連票数 計 339394 的中 （6－8） 54551（1番人気）
馬連票数 計2022983 的中 �� 190048（1番人気）
馬単票数 計 945117 的中 �� 51689（1番人気）
ワイド票数 計 872179 的中 �� 72349（1番人気）�� 49189（2番人気）�� 38135（5番人気）
3連複票数 計2743320 的中 ��� 122563（1番人気）
3連単票数 計4675311 的中 ��� 57145（1番人気）

ハロンタイム 11．9―11．3―11．9―12．4―12．3―12．0―12．0―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．9―23．2―35．1―47．5―59．8―1：11．8―1：23．8―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドレイヴン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2012．7．1 函館1着

2010．3．4生 牡6青鹿 母 Wonder Again 母母 Ameriflora 22戦6勝 賞金 169，887，000円

17072 7月3日 曇 稍重 （28函館1）第6日 第12競走 ��
��1，200�道新スポーツ杯

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

道新スポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：06．5

良
良

79 フミノムーン 牡4栗 57 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 456＋ 61：10．1 5．0�
811 アドマイヤゴッド 牡4鹿 57 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498－ 6 〃 クビ 10．8�
812 トロピカルガーデン 牝4鹿 55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 480－ 61：10．2クビ 5．6�
44 ゼンノコリオリ 牡6鹿 57 古川 吉洋大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 468＋ 2 〃 クビ 45．3�
710� スズカアーサー 牡7鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 496＋ 21：10．3クビ 186．4�
33 ペイシャオブロー 牡4鹿 57 加藤 祥太北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 500＋ 4 〃 アタマ 36．7�
67 � アペルトゥーラ 牡5栗 57 吉田 隼人 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 41：10．4	 8．3

56 レヴァンタール 
7鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 450± 01：10．61 49．8�
11 ダイヤモンドハイ 牝5鹿 55 松岡 正海布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456－ 41：10．7� 78．9�
55 バシレウスライオン 牡3鹿 54 藤岡 佑介ライオンレースホース	 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454－ 8 〃 クビ 11．2
68 アドマイヤサブリナ 牝6芦 55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 440± 01：11．02 22．3�
22 カービングパス 牝4鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474－ 61：11．31	 2．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，647，500円 複勝： 76，494，200円 枠連： 26，746，600円
馬連： 119，270，800円 馬単： 61，500，000円 ワイド： 67，340，800円
3連複： 152，226，100円 3連単： 272，845，800円 計： 834，071，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 320円 � 200円 枠 連（7－8） 1，140円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 960円 �� 590円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 29，960円

票 数

単勝票数 計 576475 的中 � 90860（2番人気）
複勝票数 計 764942 的中 � 100003（3番人気）� 54137（5番人気）� 106252（2番人気）
枠連票数 計 267466 的中 （7－8） 18064（5番人気）
馬連票数 計1192708 的中 �� 30891（11番人気）
馬単票数 計 615000 的中 �� 9016（19番人気）
ワイド票数 計 673408 的中 �� 17713（10番人気）�� 30491（6番人気）�� 15342（12番人気）
3連複票数 計1522261 的中 ��� 20938（16番人気）
3連単票数 計2728458 的中 ��� 6602（103番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．6―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．5―47．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フミノムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2014．10．25 京都1着

2012．3．30生 牡4栗 母 フミノシンデレラ 母母 リ フ ァ ン 11戦4勝 賞金 57，896，000円

３レース目



（28函館1）第6日 7月3日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 145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

209，600，000円
2，530，000円
6，800，000円
1，140，000円
20，260，000円
57，315，000円
3，770，000円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
352，325，200円
526，277，600円
167，349，600円
732，181，700円
394，961，600円
414，396，600円
1，015，971，200円
1，672，041，900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 5，275，505，400円

総入場人員 7，990名 （有料入場人員 6，990名）



平成28年度 第1回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 935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

1，156，270，000円
13，940，000円
43，780，000円
8，130，000円
118，930，000円
362，693，000円
24，582，000円
8，976，000円

勝馬投票券売得金
2，074，624，800円
2，957，808，700円
1，034，472，200円
4，395，407，200円
2，314，183，900円
2，506，766，900円
6，383，534，900円
9，944，204，500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 31，611，003，100円

総入場延人員 42，121名 （有料入場延人員 24，875名）
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