
20061 7月24日 曇 良 （28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

57 ソレイユフルール 牝2黒鹿 54
51 ▲原田 和真 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 61：09．9 22．6�

68 ウィンドライジズ 牡2鹿 54 岩田 康誠平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 436± 0 〃 ハナ 2．3�
710 アポロミッション 牡2鹿 54 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 462＋101：10．11 7．2�
44 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 450＋ 61：10．73� 8．0�
33 ジェイケイマヤヒメ 牝2鹿 54 横山 和生小谷野次郎氏 的場 均 浦河 山田 昇史 462＋ 61：10．8� 18．3	
22 ピーチメルバ 牝2鹿 54

53 ☆石川裕紀人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 浦新 徳司 448－ 4 〃 クビ 150．0

69 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 442± 01：10．9� 44．8�
11 ル ミ ノ ー ザ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹河村 祥史氏 天間 昭一 浦河 吉田 又治 448＋ 41：11．0クビ 51．1�
56 ジャストヒーロー 牡2黒鹿 54

52 △井上 敏樹密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 456－ 21：11．21� 223．1
812 ソ ー ビ ッ ク 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 414＋101：11．52 23．2�
45 スカイプリンセス 牝2黒鹿54 水口 優也�高橋ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 442± 01：12．56 197．7�
711	 スピリットオブラヴ 牡2青鹿54 藤岡 佑介大塚 亮一氏 浅見 秀一 米 Alexander－Groves

Thoroughbreds 460－ 2 （競走中止） 3．4�
813 ペイシャムーラン 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 杵臼斉藤牧場 442－ 4 （競走中止） 214．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，031，600円 複勝： 25，716，100円 枠連： 8，419，700円
馬連： 34，448，200円 馬単： 23，098，800円 ワイド： 22，138，300円
3連複： 59，767，300円 3連単： 89，095，000円 計： 281，715，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 350円 � 110円 � 170円 枠 連（5－6） 2，060円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，320円 �� 320円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 42，720円

票 数

単勝票数 計 190316 的中 � 7135（6番人気）
複勝票数 計 257161 的中 � 12133（6番人気）� 87205（1番人気）� 34940（3番人気）
枠連票数 計 84197 的中 （5－6） 3157（7番人気）
馬連票数 計 344482 的中 �� 14088（8番人気）
馬単票数 計 230988 的中 �� 2901（22番人気）
ワイド票数 計 221383 的中 �� 7782（8番人気）�� 3943（16番人気）�� 19674（3番人気）
3連複票数 計 597673 的中 ��� 10721（14番人気）
3連単票数 計 890950 的中 ��� 1512（123番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―11．8―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―46．1―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソレイユフルール �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Macho Uno デビュー 2016．6．19 函館6着

2014．2．23生 牝2黒鹿 母 コスモジャイロ 母母 Sweeping Hours 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 ソービック号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 ペイシャムーラン号は，最後の直線コースで，先に疾病を発症した「スピリットオブラヴ」号に触れてつまずき，騎手が落

馬したため競走中止。
スピリットオブラヴ号は，競走中に疾病〔右上腕骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

〔調教再審査〕 ソービック号は，発走調教再審査。

20062 7月24日 曇 良 （28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）

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
57．7
56．9

重
重

79 フジワンエンジェル 牝3鹿 54 松岡 正海�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 B446－ 21：00．1 3．4�
22 トロントロン 牝3黒鹿54 竹之下智昭�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 444－ 21：00．41� 14．7�
55 ロイヤルフレア 牝3鹿 54 丸山 元気片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 418± 01：00．61� 4．8�
812 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 420－ 21：00．81� 3．2�
44 サ マ ン サ 牝3黒鹿54 池添 謙一浜井 弘至氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 418± 01：01．01� 119．3	
11 アメジストデュー 牝3青鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 530＋ 41：01．1クビ 13．0

56 タツデンコーセッカ 牝3栗 54 北村 友一鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 450± 0 〃 アタマ 9．9�
67 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－ 6 〃 クビ 112．6�
811 ホッコーパフューム 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466＋ 41：01．31� 18．1
68 イエスアイゲット 牝3黒鹿54 横山 和生島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 426＋ 41：01．4� 17．9�
33 タイセイアモーレ 牝3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 ハナ 67．5�
710 キタノタイセツ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政福本 次雄氏 作田 誠二 日高 大西ステイブル 416＋ 21：01．93 17．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，052，700円 複勝： 24，101，600円 枠連： 8，286，000円
馬連： 31，575，800円 馬単： 18，438，500円 ワイド： 21，237，900円
3連複： 47，661，900円 3連単： 62，946，800円 計： 231，301，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 260円 � 150円 枠 連（2－7） 2，210円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 810円 �� 430円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 23，080円

票 数

単勝票数 計 170527 的中 � 39295（2番人気）
複勝票数 計 241016 的中 � 48487（2番人気）� 18154（5番人気）� 45282（3番人気）
枠連票数 計 82860 的中 （2－7） 2903（8番人気）
馬連票数 計 315758 的中 �� 9247（10番人気）
馬単票数 計 184385 的中 �� 3284（11番人気）
ワイド票数 計 212379 的中 �� 6586（7番人気）�� 13688（3番人気）�� 4544（18番人気）
3連複票数 計 476619 的中 ��� 8581（12番人気）
3連単票数 計 629468 的中 ��� 1977（63番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．8―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―34．9―47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F37．0
3 ・（2，5）6（10，12，9）－8，3（7，11）1，4 4 2（5，6，9）12，10－8（3，7，11）1，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フジワンエンジェル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．7．25 福島14着

2013．2．22生 牝3鹿 母 ワスレナグサ 母母 ディマイング 11戦1勝 賞金 12，280，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時25分に変更。
〔発走状況〕 ロイヤルフレア号は，枠入り不良。

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24日 曇 良 （28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 4，800，000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

22 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 496＋ 41：47．9 4．0�
78 ピエナクルーズ 牡3鹿 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 442＋ 41：48．11� 3．0�
11 アッテンツィオーネ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太森岡 幸人氏 矢野 英一 様似 髙村 伸一 466＋ 21：48．2� 2．8�
33 インテグリティー 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 472－ 21：48．41 17．4�
55 アーススピード 牡3栃栗 56

53 ▲坂井 瑠星松山 増男氏 加藤 敬二 白老 習志野牧場 470－ 41：49．03� 12．4�
79 グレートジーピー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466＋ 61：49．74 32．4�
811 ボーンレガシー 牡3黒鹿56 岩田 康誠 	グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム B510＋ 11：49．91� 11．4

66 メイショウコウウン 牡3鹿 56 竹之下智昭松本 好雄氏 木原 一良 浦河 岡部牧場 436＋ 41：50．43 90．7�
810 キョウエイブレイン 牡3鹿 56 黛 弘人田中 晴夫氏 森田 直行 日高 広富牧場 430－ 61：50．82� 228．2�
67 ミステリーハンター 牡3鹿 56 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 506 ―1：53．2大差 18．9

（10頭）
44 ノーアトゥーン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新冠 浜口牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，880，900円 複勝： 21，689，000円 枠連： 6，583，100円
馬連： 29，517，500円 馬単： 18，619，900円 ワイド： 18，444，500円
3連複： 43，281，800円 3連単： 71，835，800円 計： 230，852，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（2－7） 420円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 180円 �� 210円 �� 210円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 2，520円

票 数

単勝票数 計 208809 的中 � 41144（3番人気）
複勝票数 計 216890 的中 � 41700（2番人気）� 53912（1番人気）� 41583（3番人気）
枠連票数 計 65831 的中 （2－7） 12120（1番人気）
馬連票数 計 295175 的中 �� 47140（1番人気）
馬単票数 計 186199 的中 �� 12427（4番人気）
ワイド票数 計 184445 的中 �� 27652（1番人気）�� 21249（2番人気）�� 21026（3番人気）
3連複票数 計 432818 的中 ��� 68267（1番人気）
3連単票数 計 718358 的中 ��� 20647（3番人気）

ハロンタイム 7．2―11．6―13．0―13．3―12．4―12．3―12．4―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．8―31．8―45．1―57．5―1：09．8―1：22．2―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツペレット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．11 京都3着

2013．5．23生 牡3芦 母 トップオブザヒル 母母 マミーブルーⅡ 14戦1勝 賞金 14，740，000円
〔出走取消〕 ノーアトゥーン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 キョウエイブレイン号の調教師森田直行は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミステリーハンター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月24日まで平地

競走に出走できない。

20064 7月24日 曇 良 （28函館2）第6日 第4競走 ��
��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

22 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 502± 02：01．4 2．6�
610 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 382± 02：01．5� 9．3�
47 ミッレミリア 牡3栃栗56 四位 洋文阿部 雅英氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 B440＋ 22：02．35 6．4�
58 ヴェリタスフェスタ �3栗 56

54 △城戸 義政松本 洋子氏 佐藤 正雄 新冠 村上 雅規 442－ 42：02．4� 42．1�
814 パルクフェルメ 牡3栗 56 柴山 雄一保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 466± 02：02．5� 9．7�
35 コスモブランカ 牡3黒鹿56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 442－ 2 〃 クビ 27．1�
712 ヴ ィ リ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 410＋ 42：02．71	 45．0	
11 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± 0 〃 クビ 12．3

713 ヘ キ サ ゴ ン 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 和美氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 454－ 42：02．8
 108．3�
611 ブ リ ゲ ー ド 牡3栗 56 岩田 康誠�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 476 ―2：03．33 9．6
815 シアヌークビル 牝3黒鹿54 古川 吉洋嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 440＋ 22：03．51	 109．9�
59 ミスターギブソン 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人齋藤 秀昭氏 高橋 義忠 日高 新井 昭二 488－ 62：04．03 127．5�
46 ア ル ビ オ ン 牝3芦 54 松岡 正海�野 智博氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 424＋ 22：04．42� 4．9�
34 アシャカクール 牝3栗 54 三浦 皇成吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 414± 02：05．03� 68．7�

（14頭）
23 � ハットプレイ 牡3青鹿56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 森田 直行 米 Hidaka Farm 458＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，482，300円 複勝： 29，078，500円 枠連： 11，066，900円
馬連： 28，604，000円 馬単： 16，360，800円 ワイド： 19，684，100円
3連複： 41，313，300円 3連単： 51，039，000円 計： 216，628，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 240円 � 170円 枠 連（2－6） 660円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 400円 �� 400円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 10，900円

票 数

単勝票数 差引計 194823（返還計 13949） 的中 � 58564（1番人気）
複勝票数 差引計 290785（返還計 20494） 的中 � 67301（1番人気）� 25887（4番人気）� 41788（3番人気）
枠連票数 差引計 110669（返還計 4447） 的中 （2－6） 12901（3番人気）
馬連票数 差引計 286040（返還計 48279） 的中 �� 20743（3番人気）
馬単票数 差引計 163608（返還計 26850） 的中 �� 6240（4番人気）
ワイド票数 差引計 196841（返還計 25974） 的中 �� 12896（3番人気）�� 13068（2番人気）�� 5009（11番人気）
3連複票数 差引計 413133（返還計108899） 的中 ��� 12746（5番人気）
3連単票数 差引計 510390（返還計144241） 的中 ��� 3392（21番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．9―12．3―12．4―12．3―12．1―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．2―48．5―1：00．9―1：13．2―1：25．3―1：37．3―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スイートメモリーズ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．12．12 中山3着

2013．3．28生 牝3黒鹿 母 セ ラ フ 母母 カネショウダイヤ 10戦1勝 賞金 12，920，000円
〔競走除外〕 ハットプレイ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。



20065 7月24日 曇 良 （28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
1：49．9
1：45．9

良
良

22 アドマイヤウイナー 牡2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 504 ―1：50．8 2．7�
11 ウインポプリ 牝2鹿 54 丹内 祐次�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 442 ―1：51．01 65．2�
814 オメガドラクロワ 牡2青鹿54 K．ティータン 原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 452 ―1：51．21� 4．9�

（香港）

712 ハローユニコーン 牝2鹿 54
51 ▲坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 432 ―1：51．3
 9．6�
69 ビービーガウディ 牡2栗 54 藤岡 佑介�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 458 ―1：51．51� 108．9	
711 ウインミストレス 牝2黒鹿54 松岡 正海�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 456 ―1：51．6
 33．2

33 トミケンタルモ 牝2鹿 54 丸山 元気冨樫 賢二氏 上原 博之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 450 ― 〃 ハナ 92．9�
813 サトノプライム 牡2鹿 54 古川 吉洋里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476 ―1：51．7� 15．4�
45 ト ラ ネ コ 牡2黒鹿54 柴山 雄一桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 442 ―1：51．8クビ 63．2
58 コパノベスト 牡2黒鹿54 三浦 皇成小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 462 ― 〃 クビ 7．9�
46 イ セ エ ビ 牝2鹿 54 吉田 隼人芳賀 克也氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 448 ―1：52．43� 65．5�
34 ディアマイラブ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 448 ―1：53．35 5．1�
610 ロイヤルヒーロー 牡2栗 54

53 ☆石川裕紀人本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 前田ファーム 486 ―1：54．57 27．9�
57 トミケンフリンク 牡2栗 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 原口牧場 438 ―1：54．82 236．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，321，900円 複勝： 27，735，400円 枠連： 9，585，200円
馬連： 34，025，300円 馬単： 21，401，100円 ワイド： 21，970，600円
3連複： 47，662，100円 3連単： 70，298，900円 計： 261，000，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 750円 � 180円 枠 連（1－2） 4，100円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 270円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 38，140円

票 数

単勝票数 計 283219 的中 � 85741（1番人気）
複勝票数 計 277354 的中 � 72708（1番人気）� 6277（9番人気）� 39388（3番人気）
枠連票数 計 95852 的中 （1－2） 1809（14番人気）
馬連票数 計 340253 的中 �� 5864（16番人気）
馬単票数 計 214011 的中 �� 2515（23番人気）
ワイド票数 計 219706 的中 �� 3400（17番人気）�� 25019（1番人気）�� 1659（30番人気）
3連複票数 計 476621 的中 ��� 5502（20番人気）
3連単票数 計 702989 的中 ��� 1336（116番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．4―12．6―12．4―12．2―12．3―12．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．6―49．2―1：01．6―1：13．8―1：26．1―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤウイナー �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2014．2．23生 牡2黒鹿 母 ソングバード 母母 マイワイルドフラワー 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピンクスター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

20066 7月24日 曇 良 （28函館2）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

56 � タイセイバンデット 牡5栗 57 岩田 康誠田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか グランド牧場 B520＋ 8 58．3 13．9�
68 	 イ ズ モ 牡4栗 57

54 ▲坂井 瑠星田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky
Farms 470－ 6 59．04 3．2�

44 	 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

528＋ 2 59．1
 1．9�
11 � メイショウカロッタ 牡4鹿 57

55 △井上 敏樹松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 490＋ 6 59．52� 77．8�
79 レッツイットラン 牡4栗 57 浜中 俊深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 476－18 59．6クビ 9．3�
812 ア ン ミ 牝4鹿 55

53 △長岡 禎仁武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋ 4 59．7� 11．1	
22 ビレッジエンパイア 牡3鹿 54 木幡 初広村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 B470＋ 2 59．8
 167．9

33 シアワセデス 牝3鹿 52 池添 謙一窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 474－ 5 59．9クビ 27．6�
55 セイウンアワード 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 520－ 21：00．22 21．5�
67 コパノチャールズ 牡4栗 57

55 △城戸 義政小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 B506＋101：00．3
 25．5
811 リネンソング 牡3黒鹿54 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 476＋ 81：00．93� 111．5�
710� 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± 01：01．21
 336．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，654，600円 複勝： 33，576，700円 枠連： 7，693，600円
馬連： 30，508，100円 馬単： 23，148，300円 ワイド： 18，657，700円
3連複： 45，053，500円 3連単： 84，712，600円 計： 263，005，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 240円 � 130円 � 110円 枠 連（5－6） 1，310円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 790円 �� 540円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 11，600円

票 数

単勝票数 計 196546 的中 � 11249（5番人気）
複勝票数 計 335767 的中 � 14940（5番人気）� 42094（2番人気）� 184676（1番人気）
枠連票数 計 76936 的中 （5－6） 4545（5番人気）
馬連票数 計 305081 的中 �� 7869（10番人気）
馬単票数 計 231483 的中 �� 2662（21番人気）
ワイド票数 計 186577 的中 �� 4919（12番人気）�� 7536（8番人気）�� 37470（1番人気）
3連複票数 計 450535 的中 ��� 28636（4番人気）
3連単票数 計 847126 的中 ��� 5291（33番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．8―45．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タイセイバンデット �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マヤノトップガン

2011．1．21生 牡5栗 母 ジャズカーニバル 母母 ウエイアウト 5戦1勝 賞金 8，700，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 メイショウカロッタ号は，枠入り不良。
※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 スティルプリンス号・トウショウカウント号・バーニーズ号・ラッキーダン号



20067 7月24日 曇 良 （28函館2）第6日 第7競走 ��1，700�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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

812 クライミングローズ 牝4青鹿 55
52 ▲坂井 瑠星前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ B432＋ 61：46．8 5．2�
44 ワールドレジェンド 牡4栗 57 丸山 元気菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 B482＋ 21：46．9� 6．2�
69 サ ン ヘ レ ナ 牝3鹿 52 松岡 正海加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 492＋241：47．32� 19．6�
11 メイショウナゴミ 牝4青鹿 55

53 △城戸 義政松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 450＋10 〃 アタマ 9．4�
57 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＋ 21：47．4� 2．1�
711 マラカイトスター 牝4栗 55 柴山 雄一本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B470＋141：47．61
 133．2	
710� パラティーノ 牡7黒鹿57 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 532± 01：47．7� 13．1

45 リヴァイタライズ 牡3青鹿54 池添 謙一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：48．12� 6．8�
33 カゼノドリーム 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 454－ 81：49．48 236．5
56 トーセンアスリート 牡4鹿 57 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 464＋ 41：49．82� 502．2�
68 トラストマヴィア 牝3黒鹿52 川須 栄彦菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 484＋101：49．9クビ 58．6�
813 ブレネンデリーベ 牝3栗 52

51 ☆加藤 祥太吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 492＋ 21：50．11 241．5�
22 グッドタイムロール 牝5栗 55 K．ティータン �ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 8 （競走中止） 34．6�
（香港）

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，852，600円 複勝： 29，422，300円 枠連： 9，470，300円
馬連： 36，658，000円 馬単： 21，877，400円 ワイド： 23，571，800円
3連複： 51，022，600円 3連単： 78，674，600円 計： 273，549，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 240円 � 580円 枠 連（4－8） 1，240円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，250円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 12，080円 3 連 単 ��� 58，320円

票 数

単勝票数 計 228526 的中 � 34622（2番人気）
複勝票数 計 294223 的中 � 38551（3番人気）� 34211（4番人気）� 11106（7番人気）
枠連票数 計 94703 的中 （4－8） 5913（5番人気）
馬連票数 計 366580 的中 �� 14109（6番人気）
馬単票数 計 218774 的中 �� 4119（12番人気）
ワイド票数 計 235718 的中 �� 10988（6番人気）�� 2591（23番人気）�� 3251（19番人気）
3連複票数 計 510226 的中 ��� 3166（37番人気）
3連単票数 計 786746 的中 ��� 978（189番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―30．1―42．7―55．3―1：08．0―1：20．8―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クライミングローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．10．14 京都5着

2012．4．28生 牝4青鹿 母 ファレノプシス 母母 キャットクイル 15戦2勝 賞金 25，400，000円
〔競走中止〕 グッドタイムロール号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルクロダイ号
（非抽選馬） 5頭 エイシンキロオル号・トウケイフクキタル号・ボルドネス号・マックスユーキャン号・ワンダーハイーニャ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

20068 7月24日 曇 良 （28函館2）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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
1：46．0
1：43．9

良
良

813 ハッピーユニバンス 牝4黒鹿55 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460－ 81：49．1 16．4�
711 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 472＋ 4 〃 ハナ 21．1�
11 フェイブルネージュ 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 2 〃 クビ 7．8�

610 エクストラファイン 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 アタマ 14．6�
34 ゴージャスガール 牝4黒鹿55 浜中 俊飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 448＋201：49．31� 115．8	
46 スマイルミーティア 牝4黒鹿55 戸崎 圭太保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 クビ 5．0

33 バレエダンサー 牝3鹿 52 黛 弘人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 454－ 21：49．51� 65．1�
712 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± 01：49．6� 38．0�
57 ヴァフラーム 牝4鹿 55 三浦 皇成市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476－ 21：49．7クビ 2．5
45 スクエアゴールド 牝4黒鹿55 四位 洋文吉田 照哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442± 01：49．8� 34．2�
814 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± 0 〃 ハナ 5．6�
58 プレシャスギフト 牝3鹿 52

51 ☆石川裕紀人 �キャロットファーム 武井 亮 平取 坂東牧場 444＋ 41：50．01� 12．9�
69 	 リ ス ク オ ン 牝5栗 55 吉田 隼人ユアストーリー 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：50．21 431．4�
22 リングオブハピネス 牝3栗 52

51 ☆加藤 祥太五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 462＋18 〃 ハナ 85．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，317，100円 複勝： 39，197，300円 枠連： 12，293，200円
馬連： 46，517，200円 馬単： 21，993，700円 ワイド： 27，010，700円
3連複： 62，382，700円 3連単： 80，555，600円 計： 318，267，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 390円 � 430円 � 160円 枠 連（7－8） 1，790円

馬 連 �� 10，280円 馬 単 �� 14，300円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 1，180円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 13，110円 3 連 単 ��� 117，980円

票 数

単勝票数 計 283171 的中 � 13804（7番人気）
複勝票数 計 391973 的中 � 22742（7番人気）� 20148（8番人気）� 80404（2番人気）
枠連票数 計 122932 的中 （7－8） 5320（8番人気）
馬連票数 計 465172 的中 �� 3505（34番人気）
馬単票数 計 219937 的中 �� 1153（55番人気）
ワイド票数 計 270107 的中 �� 2868（29番人気）�� 5982（14番人気）�� 5134（18番人気）
3連複票数 計 623827 的中 ��� 3568（49番人気）
3連単票数 計 805556 的中 ��� 495（415番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．5―13．2―11．6―12．0―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．0―50．2―1：01．8―1：13．8―1：25．6―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハッピーユニバンス �
�
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 2014．11．9 京都8着

2012．3．11生 牝4黒鹿 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント 11戦3勝 賞金 27，736，000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 ティーエスクライ号



20069 7月24日 曇 良 （28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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

57 メイショウレンマ 牝3黒鹿 52
51 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 464＋ 41：46．7 22．6�

69 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± 0 〃 ハナ 11．2�

711� マイネルプロンプト 	4黒鹿 57
55 △長岡 禎仁西森 道男氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 41：47．01
 29．8�

68 トウシンタイガー 牡3鹿 54 菱田 裕二�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 510＋ 4 〃 ハナ 3．5�
22 � ベストドライヴ 牡3栗 54 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Dorsey Brown &

Richard Palmer 518－ 61：47．21� 8．6�
44 ダンツホーネット 牡4芦 57 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 478＋ 4 〃 ハナ 15．2	
45 ノワールギャルソン 牡4黒鹿57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 446－ 21：47．41 4．4

812 レインボーソング 牝4鹿 55

52 ▲坂井 瑠星吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：48．25 17．5�
56 � グレートブレス 牡4栗 57

55 △城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 502＋ 61：48．3 245．8�

33 プラネットブルー 牡3栗 54 戸崎 圭太森岡 幸人氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518± 01：48．62 9．8
710 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 494＋ 2 〃 クビ 4．9�
813 サンジャクソン 牡4黒鹿57 柴山 雄一加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 田中スタッド 500＋121：50．08 81．2�
11 バトルハルトマン 牡3栗 54 松岡 正海宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 512＋ 21：51．59 39．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，396，800円 複勝： 38，388，300円 枠連： 14，040，700円
馬連： 52，485，200円 馬単： 29，041，000円 ワイド： 32，737，700円
3連複： 75，819，900円 3連単： 107，702，100円 計： 378，611，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 530円 � 330円 � 780円 枠 連（5－6） 2，950円

馬 連 �� 10，570円 馬 単 �� 19，250円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 4，420円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 52，550円 3 連 単 ��� 276，890円

票 数

単勝票数 計 283968 的中 � 10042（9番人気）
複勝票数 計 383883 的中 � 18877（8番人気）� 33086（5番人気）� 12099（10番人気）
枠連票数 計 140407 的中 （5－6） 3686（12番人気）
馬連票数 計 524852 的中 �� 3845（38番人気）
馬単票数 計 290410 的中 �� 1131（73番人気）
ワイド票数 計 327377 的中 �� 2919（37番人気）�� 1897（49番人気）�� 3091（36番人気）
3連複票数 計 758199 的中 ��� 1082（140番人気）
3連単票数 計1077021 的中 ��� 282（786番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．8―11．8―12．2―12．7―13．4―13．2―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．1―41．9―54．1―1：06．8―1：20．2―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．9
1
3
・（2，12）（6，10）13（1，11）－7，9（4，3）－5，8・（2，12）－11，1（7，6，10）（13，9）8（4，3）5

2
4

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

勝馬の
紹 介

メイショウレンマ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．4．10 阪神11着

2013．4．5生 牝3黒鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 6戦2勝 賞金 13，770，000円

20070 7月24日 曇 良 （28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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

68 カルヴァリオ �3鹿 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：59．7 7．5�

711 ミッキーロケット 牡3鹿 54 池添 謙一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：59．91	 1．6�
812 メイクアップ 牡5栗 57 戸崎 圭太岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 482± 02：00．22 6．6�
45 ラ デ ィ ウ ス 牡5鹿 57 K．ティータン 名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 468＋ 2 〃 クビ 26．9�

（香港）

57 タガノエンブレム 牡6青鹿57 古川 吉洋八木 良司氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 82：00．41	 62．2�

33 パープルセイル 牝5黒鹿55 吉田 隼人吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：00．5クビ 34．7	
69 サトノフェラーリ 牡5鹿 57 四位 洋文里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 460－102：00．81
 39．4

813� オールステイ 牡5鹿 57 坂井 瑠星石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm 490－102：01．01	 13．7�
710� カ ル シ ャ ン 牝4鹿 55 菱田 裕二門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 4 〃 ハナ 200．1�
11 パワーウーマン 牝4栗 55 岩田 康誠寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 506－ 4 〃 クビ 7．8
56 ショウナンカサロ 牝4青鹿55 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 462＋ 82：01．32 43．2�
22 � メイショウテッサイ 牡8鹿 57 松岡 正海松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 508＋10 〃 ハナ 123．1�
44 フ ァ シ ー ノ 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 470± 02：01．51	 34．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，106，800円 複勝： 80，362，500円 枠連： 17，441，100円
馬連： 70，859，200円 馬単： 45，558，800円 ワイド： 41，116，600円
3連複： 98，339，200円 3連単： 187，286，200円 計： 577，070，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 230円 �� 680円 �� 240円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 7，220円

票 数

単勝票数 計 361068 的中 � 38478（3番人気）
複勝票数 計 803625 的中 � 71231（3番人気）� 468879（1番人気）� 77118（2番人気）
枠連票数 計 174411 的中 （6－7） 29803（2番人気）
馬連票数 計 708592 的中 �� 106559（2番人気）
馬単票数 計 455588 的中 �� 21279（5番人気）
ワイド票数 計 411166 的中 �� 49005（1番人気）�� 12928（8番人気）�� 46641（2番人気）
3連複票数 計 983392 的中 ��� 77862（1番人気）
3連単票数 計1872862 的中 ��� 18796（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．5―12．1―12．4―12．5―12．2―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．8―34．3―46．4―58．8―1：11．3―1：23．5―1：35．7―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カルヴァリオ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2016．2．7 東京2着

2013．3．30生 �3鹿 母 オークルーム 母母 クアドリフォリオ 6戦3勝 賞金 37，649，000円
〔制裁〕 カルヴァリオ号の騎手黛弘人は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番・4番・2番）

ラディウス号の騎手K．ティータンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



20071 7月24日 曇 良 （28函館2）第6日 第11競走 ��
��1，200�第48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 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．3
1：07．8

良
良

612� レヴァンテライオン 牡2黒鹿54 三浦 皇成ライオンレースホース� 矢作 芳人 米
Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

468－ 81：09．2レコード 7．2�
36 モンドキャンノ 牡2鹿 54 戸崎 圭太ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468－ 41：09．3� 1．8�
35 タイムトリップ 牡2黒鹿54 丸山 元気中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 472＋ 61：09．51	 79．1�
24 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± 01：09．6� 27．4�
714 ドゥモワゼル 牝2鹿 54 池添 謙一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 444＋121：09．7
 9．3	
48 バリンジャー 牡2栗 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 438－ 41：09．91	 24．3

510 ロイヤルメジャー 牝2鹿 54 加藤 祥太本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 442＋101：10．0
 15．5�
815 ガーシュウィン 牡2鹿 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460＋ 21：10．1� 16．0�
59 � バンドオンザラン 牡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 498＋ 81：10．2� 101．6

（北海道） （北海道）

11 ネコワールド 牡2鹿 54 吉田 隼人桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 新井 弘幸 494＋ 6 〃 ハナ 33．4�
12 フクノクオリア 牡2黒鹿54 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 500＋ 41：10．52 29．1�
23 ザベストエバー 牡2黒鹿54 石川裕紀人古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 434－ 61：10．6
 34．2�
713 ポッドジーニー 牝2黒鹿54 松岡 正海小川眞査雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 下屋敷牧場 450＋ 21：11．55 74．5�
47 ラッシュアウト 牡2黒鹿54 原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 430＋ 21：12．03 187．1�
816 ラーナアズーラ 牝2栗 54 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 478＋ 61：12．1クビ 26．0�
611� ピンクドッグウッド 牝2鹿 54 宮崎 光行尾崎 智大氏 田中 淳司 新ひだか グランド牧場 448± 01：12．2� 224．4�

（北海道） （北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 162，609，400円 複勝： 163，457，400円 枠連： 85，681，000円
馬連： 427，573，500円 馬単： 224，015，300円 ワイド： 189，255，600円
3連複： 663，758，000円 3連単： 1，165，388，800円 計： 3，081，739，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 190円 � 110円 � 1，040円 枠 連（3－6） 620円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 340円 �� 7，720円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 13，330円 3 連 単 ��� 64，380円

票 数

単勝票数 計1626094 的中 � 189811（2番人気）
複勝票数 計1634574 的中 � 184420（2番人気）� 618575（1番人気）� 22457（13番人気）
枠連票数 計 856810 的中 （3－6） 107071（2番人気）
馬連票数 計4275735 的中 �� 501325（1番人気）
馬単票数 計2240153 的中 �� 100051（4番人気）
ワイド票数 計1892556 的中 �� 166323（2番人気）�� 5737（64番人気）�� 21792（18番人気）
3連複票数 計6637580 的中 ��� 37330（44番人気）
3連単票数 計11653888 的中 ��� 13122（193番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．1―11．6―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．5―45．1―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レヴァンテライオン �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2016．6．26 函館1着

2014．3．23生 牡2黒鹿 母 Ghostly Darkness 母母 Dark Hours 2戦2勝 賞金 38，574，000円
〔制裁〕 フクノクオリア号の騎手横山和生は，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：16番）
※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24日 曇 良 （28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，27．7．25以降28．7．17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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：06．5

良
良

612 トウショウピスト 牡4鹿 55 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476± 01：08．8 3．6�
47 ペイシャオブロー 牡4鹿 56 加藤 祥太北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 506＋ 61：08．9� 15．7�
24 � スズカアーサー 牡7鹿 54 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 506＋101：09．0� 71．0�
11 カービングパス 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486＋121：09．21	 3．8�
714 バシレウスライオン 牡3鹿 53 岩田 康誠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± 0 〃 クビ 14．6	
12 イーグルアモン 牝5鹿 52 原田 和真平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B466＋ 4 〃 ハナ 31．5

816 イ キ オ イ 牡4鹿 54 横山 和生西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 442－ 41：09．3クビ 65．7�
510 ゼンノコリオリ 牡6鹿 54 古川 吉洋大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 464－ 4 〃 ハナ 11．3�
59 オートクレール 牝5栗 52 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 434± 01：09．51	 22．4
36 � ノボリクリーン 牡4青鹿54 水口 優也原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 468± 0 〃 ハナ 53．2�
48 アドマイヤスカイ 牡4青鹿54 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 アタマ 38．2�
815 レオパルディナ 牝4鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 466＋22 〃 ハナ 17．4�
611� ゴ ー ス ル ー 牡6鹿 53 丹内 祐次 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 462± 0 〃 ハナ 30．3�
35 メジャータイフーン 牝3栗 52 K．ティータン 林 正道氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 476＋ 21：09．71	 4．0�

（香港）

713 ケ ッ キ セ ヨ 牡6鹿 54 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中
田牧場 476－ 21：09．8
 144．2�

（15頭）
23 アンブリカル 牝4青鹿53 丸山 元気上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 440＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 54，759，300円 複勝： 70，802，200円 枠連： 29，756，300円
馬連： 126，847，200円 馬単： 60，374，500円 ワイド： 73，622，200円
3連複： 180，906，800円 3連単： 254，166，100円 計： 851，234，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 480円 � 1，190円 枠 連（4－6） 1，740円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 950円 �� 3，630円 �� 7，610円

3 連 複 ��� 33，450円 3 連 単 ��� 125，520円

票 数

単勝票数 差引計 547593（返還計 8148） 的中 � 118661（1番人気）
複勝票数 差引計 708022（返還計 12003） 的中 � 134170（1番人気）� 34790（7番人気）� 12587（13番人気）
枠連票数 差引計 297563（返還計 397） 的中 （4－6） 13188（7番人気）
馬連票数 差引計1268472（返還計 48423） 的中 �� 40002（6番人気）
馬単票数 差引計 603745（返還計 20320） 的中 �� 11186（10番人気）
ワイド票数 差引計 736222（返還計 31829） 的中 �� 20740（8番人気）�� 5144（39番人気）�� 2425（67番人気）
3連複票数 差引計1809068（返還計121303） 的中 ��� 4055（110番人気）
3連単票数 差引計2541661（返還計162125） 的中 ��� 1468（403番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．7―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―46．0―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 7，12（2，15）（6，13）（1，9）（4，5，14）（11，16）（8，10） 4 ・（7，12）（2，15，13，16）6（1，9，14）（5，10）（4，11）8

勝馬の
紹 介

トウショウピスト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．6．15 函館1着

2012．3．20生 牡4鹿 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 19戦4勝 賞金 70，918，000円
〔競走除外〕 アンブリカル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔キ甲部挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アンブリカル号は，平成28年7月25日から平成28年8月23日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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） 1頭 マジックシャトル号
（非抽選馬） 1頭 ヴァッフシュテルケ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３レース目



（28函館2）第6日 7月24日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

223，050，000円
2，530，000円
8，220，000円
1，720，000円
24，570，000円
62，380，000円
4，406，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
457，466，000円
583，527，300円
220，317，100円
949，619，200円
523，928，100円
509，447，700円
1，416，969，100円
2，303，701，500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 6，964，976，000円

総入場人員 10，196名 （有料入場人員 8，780名）



平成28年度 第2回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 886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

1，198，940，000円
15，200，000円
50，740，000円
8，670，000円
126，890，000円
347，723，000円
23，580，000円
8，505，600円

勝馬投票券売得金
2，215，384，200円
3，293，075，000円
1，090，218，000円
4，666，739，600円
2，508，242，000円
2，587，749，300円
6，993，742，100円
11，352，731，300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 34，707，881，500円

総入場延人員 42，170名 （有料入場延人員 36，757名）
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