
１８０６１ ７月６日 曇 良 （２０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 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

５７．７
５７．１

重

稍重

６７ アンコールスター 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己深澤 朝房氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４８６± ０ ５８．４ ９．１�

３３ ウインペガサス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�小林牧場 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４６２＋ ８ ５８．８２� ２．２�
５５ コロナガール 牝３栗 ５４

５３ ☆北村 友一�信岡牧場 加藤 敬二 浦河 市川フアーム ４８２＋ ４ ５９．６５ ３．４�
７９ チキリブラウン 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 浦河小林牧場 B４５０± ０ ５９．９１� ３０．６�
４４ カシマジュリアン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４０８＋ ４１：００．７５ １６３．６�
５６ キングセンプー 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成池田 豊治氏 山内 研二 新冠 ヤマタケ牧場 ４７４＋ ６１：００．８� ２０．２�
２２ カラーチャージ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 谷川牧場 ４６６－ ６１：０１．２２� ５．３	
６８ プ レ ッ ソ 牝３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真 �ノースヒルズマネ
ジメント 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ４１：０１．５１� １１２．２


７１０ カイテキファーレン 牡３鹿 ５６
５５ ☆的場 勇人国本 勇氏 高木 登 浦河 笹島 政信 ５４６＋ ４１：０１．６� １８７．６�

８１１ セレスマジック 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥岡 浩二氏 清水 出美 静内 西川富岡牧場 ４４６± ０ 〃 クビ １４４．０�
８１２ ア ル ア ン ナ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二�エーティー 本田 優 新冠 村田牧場 ４４０＋ ２１：０１．９２ ４５．９
１１ ネオファロス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介小林 仁幸氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：０３．３９ １２．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，１３８，５００円 複勝： １８，０５８，１００円 枠連： １１，０４９，８００円

普通馬連： ３９，０４８，７００円 馬単： ４４，７１０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４９８，９００円

３連複： ６５，１６９，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２０４，６７４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（３－６） １，１６０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ３，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ６００円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３１３８５ 的中 � １１３９４（４番人気）
複勝票数 計 １８０５８１ 的中 � ９９２０（４番人気）� ７６１５５（１番人気）� ４２８５７（２番人気）
枠連票数 計 １１０４９８ 的中 （３－６） ７０７１（５番人気）
普通馬連票数 計 ３９０４８７ 的中 �� ２４０５１（４番人気）
馬単票数 計 ４４７１０７ 的中 �� ９２８０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４９８９ 的中 �� ６１５０（７番人気）�� ４５７７（９番人気）�� ２７４０５（１番人気）
３連複票数 計 ６５１６９９ 的中 ��� ４１１２３（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．２―３４．７―４６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンコールスター �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー ２００８．６．２２ 函館９着

２００５．２．１０生 牡３黒鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオファロス号は，平成２０年９月６日まで平地競走に出走できない。



１８０６２ ７月６日 晴 良 （２０函館１）第６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 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

１：４３．２
１：４１．８

不良

不良

７９ スパークルシチー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆北村 友一 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 ４７６＋ ８１：４７．７ ９．５�

８１０ ソニックブレード 牡３栗 ５６
５３ ▲三浦 皇成�ターフ・スポート矢野 照正 浦河 中島牧場 B４９８＋ ２１：４８．１２� ７．８�

４４ ウインザハギ 牡３栗 ５６ 竹之下智昭�田 三郎氏 境 直行 浦河 出口 宜己 ４５４± ０１：４８．３１� ４６．０�
１１ シャインスターオー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠小林 博志氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 ５０６－ ８１：４８．５１� １．６�
２２ ヨシクリスエス 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 隆栄牧場 B４７２－ ８１：４９．６７ ９５．１�
５５ ハクサンレジェンド 牡３栗 ５６ 吉田 豊篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４４０＋ １ 〃 ハナ ８０．０	
８１１ ダーティーマネー 牝３鹿 ５４ 中村 将之ジーエフ組合 佐藤 正雄 新冠 渕瀬フアーム ４２８± ０１：５０．０２� １１０．１

７８ サイアーエフェクト 牡３栗 ５６

５３ ▲丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 ハシモトフアーム ５０８＋ ２１：５０．４２� ９．３�
６７ サクラデイブレイク 牡３黒鹿５６ D．ホワイト �さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ５２６＋ ２１：５０．６１ ５．６�

（香港）

６６ チキリテンダリー 牝３鹿 ５４
５１ ▲荻野 琢真ちきり組合 吉田 直弘 門別 日西牧場 ４３０± ０１：５０．７� ７６．１

３３ エクスタフネス 牡３黒鹿５６ 梶 晃啓前田 繁氏 柄崎 孝 浦河 金石牧場 ５１０＋１２１：５１．５５ ５５．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，２２３，０００円 複勝： ２８，６９２，０００円 枠連： ９，１２５，３００円

普通馬連： ３５，３３９，６００円 馬単： ４２，７２１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１，３８２，８００円

３連複： ５７，７３３，６００円 ３連単： 発売なし 計： １９７，２１８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３７０円 � ４５０円 � １，０２０円 枠 連（７－８） １，２６０円

普通馬連 �� ３，３７０円 馬 単 �� ７，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� １，７７０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� １５，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２２２３０ 的中 � １０２３１（５番人気）
複勝票数 計 ２８６９２０ 的中 � ２１９５９（２番人気）� １７１７５（５番人気）� ６７８０（６番人気）
枠連票数 計 ９１２５３ 的中 （７－８） ５３５０（４番人気）
普通馬連票数 計 ３５３３９６ 的中 �� ７７４３（１２番人気）
馬単票数 計 ４２７２１９ 的中 �� ４１５９（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１３８２８ 的中 �� ３２７７（１１番人気）�� １５６０（１９番人気）�� １４７２（２０番人気）
３連複票数 計 ５７７３３６ 的中 ��� ２６９５（４１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．１―１１．７―１３．１―１３．５―１３．０―１２．６―１２．３―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―２９．７―４２．８―５６．３―１：０９．３―１：２１．９―１：３４．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スパークルシチー �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００８．５．１０ 新潟５着

２００５．３．２７生 牡３黒鹿 母 サッカータイカン 母母 ナイスショット ４戦１勝 賞金 ８，０００，０００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。



１８０６３ ７月６日 晴 良 （２０函館１）第６日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０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

１：０８．４
１：０６．５

良

良

８１５ ラヴァーズテーラー 牝３鹿 ５４
５１ ▲荻野 琢真中西 浩一氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４３６＋ ２１：１０．０ ２．３�

３６ スティールシャーク 牝３鹿 ５４
５１ ▲三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４６０± ０ 〃 アタマ ４５．４�

３５ ウェディングコパ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人小林 祥晃氏 上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４８８＋１０ 〃 クビ ８．７�
１１ カネスダンク 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳杉澤 光雄氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４６６± ０１：１０．３２ ８．２�
５９ レジェルマン 牝３栗 ５４ 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 門別 豊洋牧場 ４６６＋ ２１：１０．６１� １２３．５�
８１６ スイートメリー 牝３栗 ５４

５３ ☆北村 友一山田 嘉昭氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ４４４－ ４１：１０．８１ ３３．２�
２４ アズマクロリス 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介東 哲次氏 藤岡 健一 門別 日高大洋牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ７．１	
６１２ ティアップタイガー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 シンコーファーム ４７２± ０ 〃 アタマ １６．７

７１３ カシノマチャガ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥柏木 務氏 沢 峰次 新冠 五丸農場 B４５２－ ４１：１１．０１� ２１８．７�
４７ � グレイスフルソング 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介広尾レース� 国枝 栄 愛 NT Blood-
stock B４３４＋ ４１：１１．１クビ １０１．１�

７１４ マイネマシェリ 牝３芦 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 門別 下河辺牧場 ４４４＋ ４１：１１．２	 １７．５

４８ ドリームオブスター 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 ４１４＋ ４ 〃 クビ ２６０．１�
６１１ ジョーキーマン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠上田けい子氏 中村 均 浦河 福田牧場 ４３０－ ６１：１１．３	 ５．０�
１２ ディリジェント 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋藤本 直弘氏 武田 博 新冠 片倉 拓司 ４７４＋１０１：１２．２５ １８２．２�
２３ ワイルドヒーロー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二小川 勲氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４３８＋１０１：１３．２６ ３５．６�
５１０ ユメモノガタリ 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥 �社台レースホース小野 幸治 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：１３．４１	 １０８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５１３，５００円 複勝： １９，４２９，３００円 枠連： １１，９５２，９００円

普通馬連： ３６，９９９，７００円 馬単： ４０，４７９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １３，３４１，４００円

３連複： ６２，５３０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２００，２４６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ９００円 � ２００円 枠 連（３－８） ７５０円

普通馬連 �� ７，８８０円 馬 単 �� １０，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７００円 �� ３５０円 �� ４，０８０円

３ 連 複 ��� １３，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５５１３５ 的中 � ５４６１２（１番人気）
複勝票数 計 １９４２９３ 的中 � ５６９７９（１番人気）� ３６１４（１０番人気）� ２５５０４（２番人気）
枠連票数 計 １１９５２９ 的中 （３－８） １１９０１（２番人気）
普通馬連票数 計 ３６９９９７ 的中 �� ３４６６（２５番人気）
馬単票数 計 ４０４７９１ 的中 �� ２７５８（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３３４１４ 的中 �� １１２９（２８番人気）�� １１１２４（１番人気）�� ７４１（４０番人気）
３連複票数 計 ６２５３０５ 的中 ��� ３４７９（３９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．２―１１．６―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．９―４５．５―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴァーズテーラー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．３ 福島３着

２００５．４．１３生 牝３鹿 母 キョウエイワンダー 母母 サボンネリエ ８戦１勝 賞金 １１，３５０，０００円
〔制裁〕 ラヴァーズテーラー号の騎手荻野琢真は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユメモノガタリ号は，平成２０年８月６日まで平地競走に出走できない。

ワイルドヒーロー号は，平成２０年９月６日まで平地競走に出走できない。



１８０６４ ７月６日 晴 良 （２０函館１）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 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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６７ メイショウジャイロ 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔松本 和子氏 小島 貞博 浦河 富田牧場 ４７４± ０２：０３．４ ３．６�

４４ ダッシュアキチャン 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４２６－ ６２：０３．７１� ８．１�
２２ ラインウインド 牡３鹿 ５６ 松田 大作大澤 繁昌氏 昆 貢 静内 高橋 修 ４４６＋ ２ 〃 クビ ７．１�
８１２ ホークウィンザー 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４３６＋ ２２：０４．０１� ３．７�
６８ マジックロード 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４９４＋ ８ 〃 ハナ １０．０�
３３ フ ル パ ワ ー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４９８ ―２：０４．１クビ ４．７�

（ジオナドリーム）

７１０ スプリングロック 牡３栗 ５６ 長谷川浩大加藤 春夫氏 沢 峰次 様似 清水 誠一 ４３６－ ４２：０４．２� ６７．２	
７９ マウイジャカランダ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス
 高市 圭二 静内 カントリー牧場 ４２６＋ ２２：０４．８３� １８．６�
１１ スナークキャプテン 牡３青鹿５６ 小林 徹弥杉本仙次郎氏 野村 彰彦 新冠 オリエント牧場 ４３４－ ２２：０５．０１� ８４．７�
８１１ ミネルヴァアイ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海太田 美實氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４２２＋１２２：０５．３１� ３５．０
５６ メリームード 牝３鹿 ５４ 青木 芳之吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４２０＋ ８２：０５．７２� ５２．６�
５５ サンインデザート 牡３青鹿 ５６

５３ ▲丸田 恭介茂呂 邦久氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 ５５４± ０２：０６．６５ ２０１．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，１１０，６００円 複勝： １８，１４８，９００円 枠連： １１，３５７，４００円

普通馬連： ３７，０３３，２００円 馬単： ３８，３６５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１８０，１００円

３連複： ５７，９９４，５００円 ３連単： 発売なし 計： １８８，１８９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � ２２０円 枠 連（４－６） １，０００円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ５４０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３１１０６ 的中 � ２９０１２（１番人気）
複勝票数 計 １８１４８９ 的中 � ３９１８１（２番人気）� １７８５０（５番人気）� ２０５７４（３番人気）
枠連票数 計 １１３５７４ 的中 （４－６） ８４０７（４番人気）
普通馬連票数 計 ３７０３３２ 的中 �� ２１１０９（６番人気）
馬単票数 計 ３８３６５０ 的中 �� １３００９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１８０１ 的中 �� ６６９８（３番人気）�� ５６８２（６番人気）�� ３３８５（１１番人気）
３連複票数 計 ５７９９４５ 的中 ��� １６４６４（７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１１．５―１２．４―１３．１―１２．９―１２．６―１２．４―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２３．９―３５．４―４７．８―１：００．９―１：１３．８―１：２６．４―１：３８．８―１：５０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウジャイロ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．１０．２１ 京都３着

２００５．３．１５生 牡３黒鹿 母 メイショウクンプウ 母母 マ シ ェ ア ー １０戦１勝 賞金 １６，８５０，０００円
〔発走状況〕 フルパワー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 メリームード号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



１８０６５ ７月６日 晴 良 （２０函館１）第６日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時５０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

１：０９．８
１：０７．８

良

良

６６ メジロチャンプ 牡２鹿 ５４ 安藤 勝己メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４９６ ―１：１１．２ ２．５�

４４ サンゴシック 牡２栗 ５４ 池添 謙一幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４９６ ―１：１１．６２� ８．１�
８８ アドバンスヘイロー 牡２青鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４２８ ―１：１１．９２ ４．６�
５５ ワンダーキラメキ 牡２栗 ５４

５３ ☆北村 友一山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 ４７６ ― 〃 ハナ １８．７�
１１ テンシノマズル 牡２鹿 ５４ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４４０ ―１：１２．１１� １１１．４�
２２ キングパレード 牡２鹿 ５４ 松岡 正海増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 松田 三千雄 ４６４ ―１：１２．３１� ２２．４�
３３ ヤマイチタイキ 牡２鹿 ５４ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 平取 二風谷ファーム ４７０ ―１：１２．４� ６７．０	
８９ テーオーカンブリア 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠小笹 公也氏 梅田 智之 様似 能登ファーム ４７４ ―１：１４．２大差 ２．７

７７ ディアテクノバトル 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二�樽さゆり氏 高橋 裕 新冠 中村農場 ５００ ―１：１４．８３� ７４．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： １７，９３４，０００円 複勝： １４，８７８，４００円 枠連： １０，７６１，２００円

普通馬連： ３８，５６９，８００円 馬単： ５６，８０５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １１，０４９，４００円

３連複： ５７，１８９，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２０７，１８８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（４－６） ９９０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ２４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７９３４０ 的中 � ５８０６８（１番人気）
複勝票数 計 １４８７８４ 的中 � ３７８６７（２番人気）� １４８３１（４番人気）� ２４９０８（３番人気）
枠連票数 計 １０７６１２ 的中 （４－６） ８０３２（４番人気）
普通馬連票数 計 ３８５６９８ 的中 �� ３１１８２（４番人気）
馬単票数 計 ５６８０５６ 的中 �� ２７６７６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１０４９４ 的中 �� ７６７５（４番人気）�� １３１３２（３番人気）�� ５４４４（７番人気）
３連複票数 計 ５７１８９９ 的中 ��� ３９５９０（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．５―１２．０―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３４．８―４６．８―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロチャンプ �

父 メジロライアン �


母父 ア フ リ ー ト 初出走

２００６．３．２１生 牡２鹿 母 パシフィックベル 母母 ザ ス キ ー ト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ヤマイチタイキ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



１８０６６ ７月６日 晴 良 （２０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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

重

稍重

６７ カサデアンジェラ 牝５鹿 ５５
５２ ▲三浦 皇成 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９２± ０ ５９．６ ２．８�

８１２ テイクマイアイズ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２ ５９．７� １２．４�
７９ ベルモントユリア 牝５黒鹿５５ 菊沢 隆徳 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント

ファーム ４６６± ０ ５９．８クビ １７．０�
５６ マイティーボタン 牝４栗 ５５ 松田 大作世賀 聖啓氏 梅田 智之 浦河 杵臼牧場 ４６０＋ ８１：００．１１� ３５．８�
７１０� イエロープリマ 牝４栗 ５５ 大野 拓弥坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 北星村田牧場 ４１６＋ ６ 〃 クビ ２７５．７�
２２ リ ュ ウ メ イ 牝３鹿 ５２ 吉田 豊福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４６６＋ ６１：００．５２� ５．３�
８１１� シアトルレイナ 牝４栗 ５５

５２ ▲丸田 恭介�木村牧場 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４５６＋ ８１：００．７１� ５０．９	
４４ フィリアルドーター 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介飯田 正剛氏 作田 誠二 静内 千代田牧場 ４８２＋ ８ 〃 ハナ ３５．１

６８ モ モ カ 牝３栗 ５２ 幸 英明田口 廣氏 武藤 善則 早来 田口 廣 ４４２＋ ８１：００．９１� １０４．０�
５５ タイキプロバンス 牝６鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人�大樹ファーム 高橋 祥泰 大樹 大樹ファーム ４５４＋ ２１：０１．０� １１４．７�
３３ トーセンベルファム 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二島川 哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６ 〃 ハナ ２．２�
１１ テンカジョウ 牝６栗 ５５ 木幡 初広河内 孝夫氏 柴田 政人 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４７２＋ ６１：０１．９５ １２２．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，７１３，３００円 複勝： ２０，４７７，１００円 枠連： １３，６４４，７００円

普通馬連： ５０，２２９，３００円 馬単： ６０，８１３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６８４，７００円

３連複： ８２，１５３，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２６３，７１６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � ２６０円 枠 連（６－８） １，０３０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ４７０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ４，３００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８７１３３ 的中 � ５３６７０（２番人気）
複勝票数 計 ２０４７７１ 的中 � ６０２２１（１番人気）� １５８２７（５番人気）� １７３２３（４番人気）
枠連票数 計 １３６４４７ 的中 （６－８） ９８０３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５０２２９３ 的中 �� ２６７３５（４番人気）
馬単票数 計 ６０８１３２ 的中 �� １９４０１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６８４７ 的中 �� ７４４３（７番人気）�� ９９４５（４番人気）�� ２８５３（１７番人気）
３連複票数 計 ８２１５３８ 的中 ��� １４１１６（１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．８―１１．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．４―３５．２―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カサデアンジェラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Diablo デビュー ２００５．７．１７ 新潟２着

２００３．３．１３生 牝５鹿 母 ディアブロズストーリー 母母 Appealing Story １３戦２勝 賞金 ３０，０００，０００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。
（非抽選馬） １頭 ラインルージュ号



１８０６７ ７月６日 晴 良 （２０函館１）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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．２
１：４１．８

不良

不良

７８ ベストグレイド 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５０２＋ ２１：４６．９ ２．８�

８１１ ニューロザリオ 牡３鹿 ５４ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 静内 藤川フアーム ４７２－ ２１：４７．２１� ２８．１�
１１ トウショウツアラー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５０４＋ ４ 〃 クビ ３．１�
３３ エ ア リ ー ズ 牡４鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真名古屋友豊� 作田 誠二 静内 グランド牧場 ４６６± ０１：４７．４１ ４．２�
４４ マイグローリアス 牡６芦 ５７ 長谷川浩大五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５１２± ０ 〃 クビ １３．５�
８１０� モエレジンダイコ 牡３栗 ５４

５１ ▲大江原 圭西村 豊氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４６４＋ ２１：４８．０３� ８．８�
６６ パーリーゲイツ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海吉田 勝己氏 池江 泰寿 門別 白瀬 明 ５１４± ０１：４８．１� ５６．５	
６７ フジヤマワカムシャ 牡３黒鹿５４ 藤岡 佑介藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４７４－ ２１：４８．３１ １６．４

５５ マスラタケヲ 牡７栗 ５７

５４ ▲丸田 恭介井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 B４５４－ ６１：４８．４� １５６．２�
７９ グロリアスウェザー 牝４鹿 ５５ 小林 徹弥 �サンデーレーシング 清水 出美 浦河 赤田牧場 ５０４－ ６１：４８．６１� ５０．５
２２ � スルーザグリーン 	４鹿 ５７ 郷原 洋司誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ４５４＋ ６１：４８．９１� ２５１．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，７９７，６００円 複勝： １８，００４，７００円 枠連： １１，２０２，９００円

普通馬連： ４１，５８０，８００円 馬単： ４４，１７４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０６４，７００円

３連複： ６２，６９１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２０７，５１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ３９０円 � １５０円 枠 連（７－８） ８５０円

普通馬連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ４，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ３００円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ３，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５７９７６ 的中 � ４５５２２（１番人気）
複勝票数 計 １８００４７ 的中 � ４４９１８（１番人気）� ８１０７（７番人気）� ３５５８０（２番人気）
枠連票数 計 １１２０２９ 的中 （７－８） ９８１６（４番人気）
普通馬連票数 計 ４１５８０８ 的中 �� １０１２２（１３番人気）
馬単票数 計 ４４１７４０ 的中 �� ７９３４（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０６４７ 的中 �� ３７１１（１４番人気）�� １３６４７（３番人気）�� ３０１０（１７番人気）
３連複票数 計 ６２６９１９ 的中 ��� １４８０９（１１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．５―３０．３―４２．５―５５．０―１：０７．９―１：２０．７―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．０
１
３

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

・（８，１０）－１－７－（２，３）（４，１１）－５－９－６・（８，１０）１，４（１１，７）３－２，５－（９，６）
勝馬の
紹 介

ベストグレイド �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．１８ 京都４着

２００５．３．２５生 牡３鹿 母 ビクトリアスズラン 母母 ビクトリートースト ８戦２勝 賞金 １９，４００，０００円



１８０６８ ７月６日 晴 良 （２０函館１）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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．４
１：０６．５

良

良

７９ ニシノオニテツマル 牡３黒鹿５４ 藤田 伸二西山 茂行氏 土田 稔 鵡川 西山牧場 ５２０－ ２１：１０．０ ２．１�

３３ ファイナルファイト 牡３栗 ５４ 池添 謙一林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４５８－ ２１：１０．１� ３．４�
８１１� ゴールドクリッパー 牡４栗 ５７ 吉田 隼人山田 弘氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド ４９４± ０１：１０．２� ５０．６�
６７ ナ ス ザ ン 牡３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人小山田兼敏氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４８８＋ ４ 〃 クビ １５．７�
６８ � ウインウラカワ 牝５鹿 ５５

５４ ☆北村 友一�小林牧場 田中 章博 浦河 本巣 政治 ４２０－ ４１：１０．３� ８８．６�
７１０ バーグドール 牝４鹿 ５５ 幸 英明松岡 隆雄氏 石坂 正 門別 下河辺牧場 ４６０－ ４１：１０．４� ７．６�
２２ ユキノマーヴェラス 牝４栗 ５５

５２ ▲荻野 琢真井上 基之氏 柴田 政人 新冠 赤石 久夫 ４５４＋ ４１：１０．６１ ２９．２	
１１ � イナズマレオ 牡３黒鹿５４ 松岡 正海小泉 賢悟氏 
田 研二 新冠 ヒノデファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ １７．３�
５５ スガノナイナー 牝３鹿 ５２ 鈴来 直人菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４３６＋１０１：１０．７� １４９．５�
４４ � アッシュアッパー 牝４芦 ５５

５２ ▲丸田 恭介�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 成隆牧場 ４５４－ ６ 〃 クビ ６２．１
５６ � エ ア ル ー ア 牝４芦 ５５ 木幡 初広 �ラッキーフィールド加藤 和宏 様似 猿倉牧場 ４３６＋ ２１：１０．８クビ １０．０�
８１２ エリモブラスト �５栗 ５７ 小林 徹弥山本 慎一氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４９６± ０１：１１．２２� ２９．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，４５７，９００円 複勝： １７，６６５，１００円 枠連： １２，２３８，４００円

普通馬連： ４５，９５０，３００円 馬単： ５３，２１９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５９１，２００円

３連複： ７２，１９３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２３１，３１５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ６２０円 枠 連（３－７） ２８０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，４１０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ５，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５４５７９ 的中 � ６００８３（１番人気）
複勝票数 計 １７６６５１ 的中 � ５４０５７（１番人気）� ３７３３３（２番人気）� ４２３５（９番人気）
枠連票数 計 １２２３８４ 的中 （３－７） ３３００７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５９５０３ 的中 �� ７７７２０（１番人気）
馬単票数 計 ５３２１９６ 的中 �� ５４１８６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５９１２ 的中 �� ２０１００（１番人気）�� ２２４５（１９番人気）�� ２４２５（１６番人気）
３連複票数 計 ７２１９３０ 的中 ��� １００３３（１７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．１―１１．６―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―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４F４７．４―３F３６．３
３ ９（１０，１１，１２）１（２，３，６，７）（４，８）－５ ４ ９（１０，１１）１（３，１２，７）（２，８，６）－４－５

勝馬の
紹 介

ニシノオニテツマル �
�
父 アグネスワールド �

�
母父 シルクテンザンオー デビュー ２００７．１０．２１ 東京２着

２００５．５．２４生 牡３黒鹿 母 ブランドピート 母母 ニシノサフライ ７戦２勝 賞金 １７，２００，０００円
〔制裁〕 アッシュアッパー号の騎手丸田恭介は，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１０，０００円。



１８０６９ ７月６日 晴 良 （２０函館１）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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．２
１：４１．８

不良

不良

２２ スズカフェロー 牡５鹿 ５７
５６ ☆北村 友一永井 啓弍氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４９０－ ２１：４６．６ ２．７�

６８ アリューバニヤン 牡３栗 ５４ 安藤 勝己津村 靖志氏 鮫島 一歩 新冠 風間 洋 ４９２＋ ２１：４７．１３ ５．５�
３３ アルスボヘミアン 牡５鹿 ５７

５４ ▲三浦 皇成池田 正孝氏 河野 通文 門別 川島 貞二 ４９４± ０ 〃 ハナ １４．１�
７１０ ユーガットテースト 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：４８．０５ １４．５�
５６ オーシャンクルーズ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二上田 宗義氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７６＋ ６１：４８．７４ ２．６�
１１ クロスホーリー 牡４栗 ５７ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４８０－ ４１：４８．８� ４７．３�
６７ � スカイワード 牝４栗 ５５

５２ ▲大江原 圭浅田 次郎氏 小桧山 悟 様似 ホウセイ牧場 ４６２＋ ８１：４８．９� ３５３．３�
８１１ デルマアルタイル 牡３栗 ５４ 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 門別 ファニーヒルファーム B４８０± ０１：４９．１１� １１２．６	
７９ アグネスマーズ 牡４栗 ５７ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B５０２－１２１：４９．４１� １１．６

５５ ラ イ モ ン 牡６栃栗５７ 岩田 康誠齊藤四方司氏 堀 宣行 浦河 大島牧場 B４９６＋ ４ 〃 ハナ ２１．４�

４４ � ヒメアウトランダー 牝４栗 ５５ 松田 大作松崎 勉氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 ４９４± ０１：４９．９３ ３２７．６�
（４４９５）

８１２� ケンブリッジアース 牝４青鹿５５ 中村 将之谷口 貞保氏 大根田裕之 新冠 グラッドホースパーク ４３６－１０１：５０．６４ １８５．７

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，８７４，２００円 複勝： ２３，６０３，３００円 枠連： １３，７５８，３００円

普通馬連： ６０，２９２，８００円 馬単： ５１，６７１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４６６，２００円

３連複： ６４，４６７，０００円 ３連単： ２０１，４２２，４００円 計： ４５１，５５５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ２８０円 枠 連（２－６） ９５０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ４６０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� １２，８６０円

票 数

単勝票数 計 １８８７４２ 的中 � ５６０６２（２番人気）
複勝票数 計 ２３６０３３ 的中 � ７０９５８（１番人気）� ２９０８２（３番人気）� １６５０９（５番人気）
枠連票数 計 １３７５８３ 的中 （２－６） １０７７５（５番人気）
普通馬連票数 計 ６０２９２８ 的中 �� ４３１７９（３番人気）
馬単票数 計 ５１６７１０ 的中 �� ２３７６０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４６６２ 的中 �� ９６６５（４番人気）�� ９７６０（３番人気）�� ３６７９（１３番人気）
３連複票数 計 ６４４６７０ 的中 ��� １４４４１（９番人気）
３連単票数 計２０１４２２４ 的中 ��� １１５６２（３７番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１２．１―１２．６―１３．１―１２．７―１２．５―１２．４―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．８―２９．９―４２．５―５５．６―１：０８．３―１：２０．８―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３
３（２，９）５，１１，７（１，６，１０）１２，４－８・（３，５）（２，９，８）（６，１１）１０－（７，１）（４，１２）

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

勝馬の
紹 介

スズカフェロー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Gone West デビュー ２００６．２．１２ 小倉７着

２００３．４．１６生 牡５鹿 母 アイザゴールド 母母 Spectacular Bev ２３戦３勝 賞金 ４６，２３１，０００円



１８０７０ ７月６日 晴 良 （２０函館１）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

お お も り は ま

大 森 浜 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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．０
１：４４．１

良

良

１１ タマモナイスプレイ 牡３黒鹿５４ 四位 洋文タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８４＋ ４１：４９．０ ４．３�

４４ ショウナンライジン 牡４芦 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４９６± ０１：４９．１クビ ３３．９�

４５ サンライズベガ 牡４鹿 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４８８＋ ２１：４９．２� ２．４�
８１３ ハ ツ カ リ 牡４青鹿５７ 長谷川浩大江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６６＋ ２１：４９．３� １４．５�
８１２ ファイブスター 牝３芦 ５２ 藤田 伸二吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：４９．５１� ４．７�
５６ キングオブチャド 牡４鹿 ５７ 菊沢 隆徳 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム B５３２－ ４１：４９．６� １１．６	
５７ ケンモンスター 牡３青鹿５４ 角田 晃一中西 健造氏 松永 昌博 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４７４＋ ４１：４９．９１� １０５．３

６８ ファイナルジャッジ 牡３青鹿５４ 岩田 康誠深見 富朗氏 五十嵐忠男 鵡川 市川牧場 B４６４＋ ２ 〃 クビ １２．７�
２２ 	 ストロングアサクサ 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人田原 慶子氏 加藤 征弘 独 Stiftung Ges-

tut Fahrhof ４６０－ ２１：５０．０クビ ４１．４�
３３ 	 ゼットスピール 牡３栗 ５４ 三浦 皇成�フォーレスト 山内 研二 英 A. H. Bennett B４７６＋ ２１：５０．１� ３２．０
７１０
 ビービーダークライ 牡３鹿 ５４ 山口 竜一�坂東牧場 林 和弘 静内 紺野 猛 ４４２－ ６１：５０．２クビ ４２．７�

（北海道） （北海道）

６９ � シルキーリゾート 牝４青 ５５ 鈴来 直人有限会社シルク松山 将樹 新冠 飛渡牧場 ４１４± ０ 〃 クビ ２６０．１�
７１１ キャンディーストア 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 平田 修 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：５０．３� ２１．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，６４６，４００円 複勝： ２７，７０３，３００円 枠連： １９，０２９，１００円

普通馬連： ７６，５３７，２００円 馬単： ５６，８２４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１２６，４００円

３連複： ８４，４６０，０００円 ３連単： ２３７，４４２，２００円 計： ５４５，７６９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １９０円 � ６００円 � １２０円 枠 連（１－４） ６００円

普通馬連 �� ６，７４０円 馬 単 �� ９，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ３００円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ６，８１０円 ３ 連 単 ��� ５１，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２１６４６４ 的中 � ４００５５（２番人気）
複勝票数 計 ２７７０３３ 的中 � ３６０４９（３番人気）� ７６９９（９番人気）� ８９４０４（１番人気）
枠連票数 計 １９０２９１ 的中 （１－４） ２３６７５（２番人気）
普通馬連票数 計 ７６５３７２ 的中 �� ８３９０（２２番人気）
馬単票数 計 ５６８２４６ 的中 �� ４２７７（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１２６４ 的中 �� ２６８４（２４番人気）�� ２１２１１（１番人気）�� ５５０９（１０番人気）
３連複票数 計 ８４４６００ 的中 ��� ９１６２（２４番人気）
３連単票数 計２３７４４２２ 的中 ��� ３３８８（１６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．４―３５．８―４８．０―１：００．７―１：１３．０―１：２４．９―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
１
３
１３－１，１２（２，３，５，１１）－８，１０，９－（４，６）－７
１３，１，１２（１１，６）（２，３，５）７（８，９，４）－１０

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

勝馬の
紹 介

タマモナイスプレイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．７．２９ 小倉４着

２００５．４．２４生 牡３黒鹿 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト ４戦２勝 賞金 １８，２８５，０００円
〔発走状況〕 ビービーダークライ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ビービーダークライ号は，発走調教再審査。
※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。



１８０７１ ７月６日 晴 良 （２０函館１）第６日 第１１競走
サマースプリントシリーズ

��
��１，２００�第１５回函館スプリントステークス（ＪｐｎⅢ）

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５３�４歳以上５６�，牝馬２�
減，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増

賞 品
本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：０８．４
１：０６．５

良

良

３６ � キンシャサノキセキ 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave
Joint Venture ４９０－ ２１：０８．４ １．８�

１１ トウショウカレッジ 牡６鹿 ５６ 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５５２± ０１：０８．５クビ １５．４�

４８ キングストレイル 牡６黒鹿５７ D．ホワイト �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０２－ ２１：０８．８２ １１．５�
（香港）

６１１ プレミアムボックス 牡５鹿 ５６ 幸 英明 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５３０＋ ２１：０８．９� ２７．５�
２３ � ゴスホークケン 牡３黒鹿５３ 松岡 正海藤田 在子氏 斎藤 誠 米 Four Horse-

men’s Ranch ５２６＋ ２１：０９．０� １０．４�
１２ スピニングノアール 牡７栗 ５６ 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７０＋ ２１：０９．１クビ １７．４	
５１０� シンボリグラン 牡６芦 ５７ 藤田 伸二シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada ５３２＋ ２ 〃 アタマ ３４．７

８１６ タマモホットプレイ 牡７栗 ５７ 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８６＋ ６ 〃 ハナ ５９．１�
４７ マイネルスケルツィ 牡５鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５２０－ ６ 〃 ハナ ３５．７�
６１２ リキアイタイカン 牡１０栗 ５６ 北村 友一高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ５１４＋ ２１：０９．２� ９７．１
３５ コパノフウジン 牡６栗 ５６ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４７６＋１２１：０９．３� ６７．３�
５９ タニノマティーニ 牡８鹿 ５６ 木幡 初広谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ５００＋ ４１：０９．４� ５０．２�
７１３ ミリオンウェーブ 牡３鹿 ５３ 角田 晃一万波 健二氏 宮本 博 新冠 若林牧場 ５０６＋１４ 〃 クビ ４１．６�
２４ ウエスタンビーナス 牝５黒鹿５４ 郷原 洋司西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４６８＋１０１：０９．５� ９．３�
８１５ ルルパンブルー 牝３鹿 ５１ 吉田 隼人飯田 良枝氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４５０＋１４１：０９．７１ １７．１�
７１４ タイセイアトム 牡５鹿 ５６ 吉田 豊田中 成奉氏 矢作 芳人 三石 嶋田牧場 ５２８－１０１：１０．１２� ２９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２９，２９６，８００円 複勝： １４３，３３３，９００円 枠連： １２０，９７３，４００円

普通馬連： ６９８，７７６，５００円 馬単： ４２０，７２５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６１，０５３，５００円

３連複： ７７２，８１５，１００円 ３連単： １，８２７，５７６，３００円 計： ４，２７４，５５１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２８０円 � ２４０円 枠 連（１－３） ４８０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ４５０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ３，９７０円 ３ 連 単 ��� １２，９１０円

票 数

単勝票数 計１２９２９６８ 的中 � ５９３９７９（１番人気）
複勝票数 計１４３３３３９ 的中 � ５０７９０７（１番人気）� ９９７７０（４番人気）� １１９０３０（３番人気）
枠連票数 計１２０９７３４ 的中 （１－３） １８７８０３（１番人気）
普通馬連票数 計６９８７７６５ 的中 �� ４７５２５１（３番人気）
馬単票数 計４２０７２５６ 的中 �� ２０７８９１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６１０５３５ 的中 �� ７８８９３（４番人気）�� ９３９３０（２番人気）�� １９３０９（２１番人気）
３連複票数 計７７２８１５１ 的中 ��� １４３７８８（８番人気）
３連単票数 計１８２７５７６３ 的中 ��� １０４５４３（１３番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．２―１０．９―１１．７―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２１．９―３２．８―４４．５―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キンシャサノキセキ �
�
父 Fuji Kiseki �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００５．１２．３ 中山１着

２００３．９．２４生 牡５鹿 母 Keltshaan 母母 Featherhill １７戦６勝 賞金 ２３９，１２５，０００円
〔制裁〕 キンシャサノキセキ号の騎手岩田康誠は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１１頭 オフィサー号・オーヴェール号・シンボリウエスト号・タニノハイクレア号・ダンディズム号・テンイムホウ号・

トールハンマー号・ピサノパテック号・ビービーガルダン号・ブルーショットガン号・ロイヤルキャンサー号
※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。



１８０７２ ７月６日 晴 良 （２０函館１）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�

と う や こ

洞 爺 湖 特 別
発走１６時００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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：４６．０
１：４４．１

良

良

３６ メイショウレガーロ 牡４黒鹿５７ D．ホワイト 松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６０＋１２１：４８．６ ３．９�
（香港）

５９ ワルキューレ 牝４青 ５５ 的場 勇人岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 ４８６＋ ２１：４８．７� ２２．９�
２４ スパニッシュソウル 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介八木 良司氏 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４７４＋ ６１：４８．９１� １７．５�
１２ リメインオブザサン 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 静内 白老ファーム ４９２－ ４１：４９．１１ １５．６�
４７ ニシノアンサー 牡５栗 ５７ 三浦 皇成西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９０＋ ４１：４９．３１� ３８．９�
５１０ イチゴイチエ 牝４黒鹿５５ 安藤 勝己�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４５０＋ ４１：４９．４	 ３．９�
８１６ オリオンオンサイト 牝５鹿 ５５ 吉田 豊平本 敏夫氏 矢作 芳人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８０± ０ 〃 アタマ ３２．６	
６１２ マチカネゲンジ 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５００＋１２１：４９．５クビ １０．６

７１３ オーバーカムオール 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋河村 祥史氏 古賀 慎明 三石 飯岡牧場 B５１２＋ ４１：４９．６� ９．６�
３５ 
 セイウンビバーチェ 牡６鹿 ５７ 長谷川浩大西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Sez Who Thor-

oughbreds ４９８＋ ６ 〃 クビ １１３．４�
８１５
 コアレスストーム �５鹿 ５７ 四位 洋文小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ５０４－ ２１：４９．８１� ５．５
７１４ ショコラシチー 牝５鹿 ５５ 柴原 央明 �友駿ホースクラブ 田中 章博 浦河 駿河牧場 ４３８＋１０１：５０．１２ １８１．８�
１１ フウランジョー 牡７栗 ５７ 北村 友一河内 孝夫氏 岡田 稲男 門別 浜本牧場 ４７８＋１２１：５０．７３� １４２．６�
４８ ホワイトベッセル 牡４白 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５０２＋１６１：５０．８	 ８．８�
６１１ インスパイアリング 牡５栗 ５７ 小林 徹弥中井商事� 沖 芳夫 浦河 斉藤 英 ５０８－ ４１：５１．２２� ２１７．７�
２３ ディープスマート 牝５栗 ５５ 幸 英明深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４６０－ ４１：５１．３クビ ２０２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，７４８，１００円 複勝： ４３，３７８，７００円 枠連： ２６，７０５，２００円

普通馬連： １１９，１３５，３００円 馬単： ７６，１８６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３５５，３００円

３連複： １３０，９８９，５００円 ３連単： ３１１，００２，５００円 計： ７７０，５０１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １９０円 � ６２０円 � ３４０円 枠 連（３－５） ７５０円

普通馬連 �� ６，６００円 馬 単 �� ９，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０５０円 �� １，５００円 �� ３，８６０円

３ 連 複 ��� ２５，５７０円 ３ 連 単 ��� １１９，４８０円

票 数

単勝票数 計 ３０７４８１ 的中 � ６３０９８（１番人気）
複勝票数 計 ４３３７８７ 的中 � ７５１５３（２番人気）� １５４７８（９番人気）� ３２０１４（６番人気）
枠連票数 計 ２６７０５２ 的中 （３－５） ２６２８１（２番人気）
普通馬連票数 計１１９１３５３ 的中 �� １３３２６（３１番人気）
馬単票数 計 ７６１８６４ 的中 �� ６２２５（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３５５３ 的中 �� ３８８７（２９番人気）�� ５４０１（１９番人気）�� ２０３４（４４番人気）
３連複票数 計１３０９８９５ 的中 ��� ３７８２（８８番人気）
３連単票数 計３１１００２５ 的中 ��� １９２１（４２０番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．４―１２．１―１２．５―１２．３―１１．９―１２．３―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．５―３５．６―４８．１―１：００．４―１：１２．３―１：２４．６―１：３６．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウレガーロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Carson City デビュー ２００６．８．２７ 札幌２着

２００４．３．４生 牡４黒鹿 母 コ ッ コ レ 母母 Fiendish １３戦３勝 賞金 ８６，４４０，０００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。



（２０函館１）第６日 ７月６日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５２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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３３，４９０，０００円
３，８４０，０００円
１５，３６０，０００円
１，９２０，０００円
２４，９２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５３，１６８，０００円
４，２２４，０００円
１，５３５，２００円

勝馬投票券売得金
３２２，４５３，９００円
３９３，３７２，８００円
２７１，７９８，６００円
１，２７９，４９３，２００円
９８６，６９６，７００円
３４０，７９４，６００円
１，５７０，３８８，７００円
２，５７７，４４３，４００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 ７，７４２，４４１，９００円

総入場人員 ９，０９９名 （有料入場人員 ８，２３３名）




