
２１０３７ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０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

１：０９．５
１：０７．８

良

良

２２ ビービーマキシマス 牡２黒鹿５４ 古川 吉洋�坂東牧場 土田 稔 新冠 中村農場 ４４６＋ ４１：１０．７ ２．３�

８９ アブラカタブラ 牝２栗 ５４ 大野 拓弥�ミルファーム 保田 一隆 浦河 福岡 光夫 ４５０－ ４１：１０．８� ６．５�
３３ クリスタルロック 牝２鹿 ５４ 村田 一誠�山際牧場 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ４１０＋ ８１：１１．０１� １０．０�
７７ ノ ア ノ ア 牝２芦 ５４ 四位 洋文後藤 繁樹氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ３．４�
６６ アカウンタビリティ 牡２黒鹿５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 ４９２＋ ６１：１１．１� ５．３�
８８ デルマガネーシャ 牡２青鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４４６－１０ 〃 クビ ３２．９�
１１ コ ア ヨ カ 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４６８＋ ２１：１１．２クビ ５８．９	
４４ ティアラグラマラス 牝２黒鹿５４ 池添 謙一首藤 徳氏 池上 昌弘 浦河 野表 俊一 ４４０－ ２１：１１．４１� ６２．９

５５ デルマラクシュミー 牝２青鹿５４ 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 小林 常泰 日高 ファニーヒルファーム ４４０＋ ４１：１１．５� ４２．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： １３，２１８，５００円 複勝： ２０，０４２，４００円 枠連： ５，６８１，２００円

普通馬連： ２４，４０７，７００円 馬単： ２２，７８４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２４６，８００円

３連複： ３６，１６４，１００円 ３連単： ７７，９６１，６００円 計： ２１１，５０７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（２－８） ５２０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ３，２５０円

票 数

単勝票数 計 １３２１８５ 的中 � ４５８５１（１番人気）
複勝票数 計 ２００４２４ 的中 � ７４０９９（１番人気）� ２９８２０（３番人気）� １８５２３（５番人気）
枠連票数 計 ５６８１２ 的中 （２－８） ８１５３（２番人気）
普通馬連票数 計 ２４４０７７ 的中 �� ３１３５８（２番人気）
馬単票数 計 ２２７８４９ 的中 �� １６９８４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２４６８ 的中 �� １４１８６（２番人気）�� １１２８５（３番人気）�� ４２４２（７番人気）
３連複票数 計 ３６１６４１ 的中 ��� ２６４５４（４番人気）
３連単票数 計 ７７９６１６ 的中 ��� １７７１３（６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．４―１１．９―１１．８―１２．９

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．６
３ ・（２，９）（３，７）（１，８）（６，５）４ ４ ・（２，９）（３，７）（１，８）（６，５）４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビービーマキシマス �

父 マーベラスサンデー �


母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．７．４ 函館３着

２００８．３．２９生 牡２黒鹿 母 アサカベレーザ 母母 シヤープステーブル ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



２１０３８ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

牝，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
１：４１．７

不良

不良

２２ エアツイッター 牝３栗 ５４ 池添 謙一 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８１：４７．７ １．５�

８１０ ヒロインシチー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 斎藤 誠 日高 幾千世牧場 ４４０± ０１：４８．１２� ７．４�
１１ サザンクロスレディ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２ 〃 クビ ７．４�
６７ イエスマイダーリン 牝３鹿 ５４ 武 英智浅田 次郎氏 河野 通文 日高 浜本牧場 ５００± ０１：４８．２クビ ２３．７�
７９ ラスティングソング 牝３青鹿５４ 上村 洋行 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４２０－１０１：４８．５２ １４．６�
６６ インピッシュハート 牝３鹿 ５４ 木幡 初広飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B４６２－ ６１：４８．６クビ ２６．４	
５５ ヨイチクローン 牝３栗 ５４ 丸田 恭介加藤 興一氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５０６＋ ４ 〃 ハナ １９．０

８１１ エミネンスグリーズ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３８－ ６１：４８．８１� ６５．５�
７８ モンスティル 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�ミルファーム 矢野 英一 日高 小西ファーム ４６０＋ ４ 〃 アタマ ８４．４�
４４ ダイワエルモーサ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘大城 敬三氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４２４＋２２ 〃 ハナ １１．１
３３ ジャトゥチンタ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真加藤 信之氏 田村 康仁 新冠 中本 隆志 ４４０＋ ４１：５０．１８ １９７．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，４１６，３００円 複勝： ４８，７１９，８００円 枠連： ６，８４２，６００円

普通馬連： ２８，６３２，４００円 馬単： ２８，５３４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１９４，７００円

３連複： ４２，９８８，２００円 ３連単： ８７，６４６，１００円 計： ２７５，９７４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（２－８） ５５０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２００円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ３，３２０円

票 数

単勝票数 計 １８４１６３ 的中 � ９７６０６（１番人気）
複勝票数 計 ４８７１９８ 的中 � ３１７１８８（１番人気）� ３５２５１（３番人気）� ３８９７３（２番人気）
枠連票数 計 ６８４２６ 的中 （２－８） ９２８４（２番人気）
普通馬連票数 計 ２８６３２４ 的中 �� ３５１８６（２番人気）
馬単票数 計 ２８５３４２ 的中 �� ２８４７０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１９４７ 的中 �� １７０８５（２番人気）�� １９６４６（１番人気）�� ４６２７（８番人気）
３連複票数 計 ４２９８８２ 的中 ��� ３４０８７（１番人気）
３連単票数 計 ８７６４６１ 的中 ��� １９４９０（３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１２．０―１２．６―１３．０―１２．９―１２．７―１２．８―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．５―３０．５―４３．１―５６．１―１：０９．０―１：２１．７―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

エアツイッター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．５．２９ 京都１０着

２００７．２．３生 牝３栗 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００円



２１０３９ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第３競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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

５６ ツーピースルーラー 牝３青鹿 ５４
５３ ☆丸山 元気西村 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４４２－ ２ ５９．４ ７．５�

４４ キ ュ ー ト 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４４４＋ ２ ５９．７１� ４．６�
７９ ピースオブケイク 牡３栗 ５６ 大野 拓弥新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ４８４－ ２１：００．０２ ２．２�
１１ ニシノフィリア 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真西山 茂行氏 藤原 英昭 むかわ 西山牧場 ４６２± ０１：００．１� ７．１�
３３ ヤマノトップラン 牝３栗 ５４ 秋山真一郎澤村 敏雄氏 須貝 彦三 新ひだか 前川 隆則 ４６８＋ ６１：００．４２ ２４．８�
２２ メイショウヴァルナ 牡３青鹿５６ 武 幸四郎松本 好�氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４５６＋ ６１：００．５� １８．７	
５５ トミケンダンク 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 金石牧場 ４４０＋１０１：００．７１� ７４．８

７１０ グランデメディコ 牡３栗 ５６ 上村 洋行岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 庄野牧場 ４５８＋ ４１：００．９１� ３１．８�
６８ 	 エイシンロックオン 牡３青鹿５６ 藤田 伸二平井 豊光氏 藤岡 健一 米 Gary F.

Mottola ５１４± ０１：０１．２１� ７．１�
８１２ トウショウエホバ 
３鹿 ５６ 黛 弘人トウショウ産業 戸田 博文 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４４－１６１：０１．８３� ２４１．０�
８１１ シゲカツパワー 牝３栗 ５４ 古川 吉洋駒秀 武田 博 新ひだか 岡田牧場 ４４８＋ ４ 〃 アタマ ７３．２�
６７ ナムラゲッコウ 牝３芦 ５４

５１ ▲西村 太一奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４７０ ―１：０３．２９ ２４４．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，６８５，３００円 複勝： ２１，３６４，８００円 枠連： ７，０１８，２００円

普通馬連： ２９，５２２，１００円 馬単： ２３，７９８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，３７５，６００円

３連複： ４２，３４０，１００円 ３連単： ７４，４４６，４００円 計： ２２７，５５１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（４－５） １，６００円

普通馬連 �� １，９００円 馬 単 �� ３，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ４２０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� １３，８８０円

票 数

単勝票数 計 １５６８５３ 的中 � １６５９５（５番人気）
複勝票数 計 ２１３６４８ 的中 � １７９４１（５番人気）� ４６９７８（２番人気）� ５７３２６（１番人気）
枠連票数 計 ７０１８２ 的中 （４－５） ３２５４（７番人気）
普通馬連票数 計 ２９５２２１ 的中 �� １１４８５（７番人気）
馬単票数 計 ２３７９８５ 的中 �� ４５４３（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３３７５６ 的中 �� ５６６４（６番人気）�� ７５６７（４番人気）�� １６１９１（１番人気）
３連複票数 計 ４２３４０１ 的中 ��� ２１５２１（３番人気）
３連単票数 計 ７４４４６４ 的中 ��� ３９６０（４１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．３―３５．１―４６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３６．１
３ ６，４，８（１，１０）（９，１１）（２，１２）５，３－７ ４ ６，４－（１，１０，８）９－（２，５）（３，１１，１２）－７

勝馬の
紹 介

ツーピースルーラー �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 Success Express デビュー ２００９．７．１９ 新潟６着

２００７．５．２４生 牝３青鹿 母 アレックスパワー 母母 Pirate’s Quill ９戦１勝 賞金 ９，７５０，０００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） １頭 キャンディポップ号
（非抽選馬） １頭 ルミエールヴェリテ号



２１０４０ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０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

１：０９．５
１：０７．８

良

良

７１１ エーシンジャッカル 牡２黒鹿５４ D．ホワイト �栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４６６ ―１：１０．４ １３．０�
（香港）

５７ コウミョウガツジ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘小林 仁幸氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５２ ― 〃 クビ ５．０�
４６ エリンコート 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：１０．８２� ２１．２�
１１ アドマイヤシケーダ 牝２青 ５４ 勝浦 正樹近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４１８ ―１：１０．９クビ ３６．８�
７１２ インダクティ 牝２黒鹿５４ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ３７６ ―１：１１．９６ ６．４�
６１０ デ ラ モ ー レ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４４０ ―１：１２．１１� ２．６	
８１３ ミラーメソロ 牝２鹿 ５４ 荻野 琢真小河 一
氏 野中 賢二 平取 清水牧場 ３９０ ― 〃 アタマ １２９．６�
４５ トーセンターボ 牡２鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気島川 
哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８ ―１：１２．３１� ３．９�
２２ シャコーフィーユ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次グレイドレーシング組合 矢野 照正 日高 新井 昭二 ４０４ ― 〃 クビ ２２４．０
３４ ブラックエスパー 牡２黒鹿５４ 柴山 雄一長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 澤田 嘉隆 ４４２ ―１：１２．４� ６７．３�
３３ ボールドキング 牡２青鹿５４ 吉田 隼人増田 陽一氏 中村 均 青森 柏木 善治 ４６６ ―１：１２．５� ８１．９�
８１４ キングファルコン 牡２鹿 ５４ 安藤 勝己池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９２ ―１：１２．８２ ２０．８�
６９ ユメノアイリス 牝２鹿 ５４ 上村 洋行玉井 宏和氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４４６ ―１：１２．９クビ ８３．７�
５８ ハコダテイチバン 牡２鹿 ５４ 小林 徹弥西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 三栄牧場 ４５６ ―１：１３．３２� １０６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，５２８，１００円 複勝： ２１，６８０，０００円 枠連： ９，２６３，５００円

普通馬連： ３２，７４７，８００円 馬単： ２７，３２４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４５９，９００円

３連複： ４２，９５７，３００円 ３連単： ６９，７４５，９００円 計： ２３５，７０６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ４３０円 � ２４０円 � ４１０円 枠 連（５－７） １，２９０円

普通馬連 �� ３，１８０円 馬 単 �� ９，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ２，２８０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� １２，２５０円 ３ 連 単 ��� ８３，０３０円

票 数

単勝票数 計 １８５２８１ 的中 � １１２６２（５番人気）
複勝票数 計 ２１６８００ 的中 � １２４３３（６番人気）� ２７１３９（３番人気）� １３１９９（５番人気）
枠連票数 計 ９２６３５ 的中 （５－７） ５３３８（６番人気）
普通馬連票数 計 ３２７４７８ 的中 �� ７６１５（１２番人気）
馬単票数 計 ２７３２４３ 的中 �� ２０７３（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４５９９ 的中 �� ３６３３（９番人気）�� １４２１（２４番人気）�� ２３５２（１７番人気）
３連複票数 計 ４２９５７３ 的中 ��� ２５８８（４３番人気）
３連単票数 計 ６９７４５９ 的中 ��� ６２０（２４０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．３―１１．９―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．７―４６．６―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンジャッカル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

２００８．２．２４生 牡２黒鹿 母 エイシンリョンサン 母母 エイシンテネシー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 アドマイヤシケーダ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 アドマイヤシケーダ号の騎手勝浦正樹は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）
〔その他〕 デラモーレ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 デラモーレ号は，平成２２年８月２５日まで出走できない。
※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。



２１０４１ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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
１：４１．７

不良

不良

４５ スプリングミント 牝３栗 ５４ 黛 弘人�日進牧場 鶴留 明雄 様似 スイートフアーム ４９２＋３０１：４７．１ ２０．０�

７１０ トウカイノーマル 牡３青鹿５６ 藤田 伸二内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５３０± ０１：４７．４２ ３．０�
５６ マイネルウィット 牡３青鹿５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５０４－ ４１：４７．５� １１．６�
６９ グランブリーズ 牡３栗 ５６

５５ ☆丸山 元気藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 今井 秀樹 ４８０＋１６１：４８．２４ ９．９�
２２ フレーヴァリスト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 浦河 三好牧場 ５１０－ ４１：４８．３クビ ２．８�
８１２ キクノシャンティ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一佐々木幸子氏 南井 克巳 新ひだか 漆原 哲雄 ５０２－ ４１：４８．５１� ５４．０	
７１１ カトルズメテオ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか タイヘイ牧場 ４９４± ０１：４８．６� ４５．３

５７ アドマイヤファイン 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹近藤 利一氏 上原 博之 日高 シンコーファーム B４６８－ ２１：４８．９２ ５．８�
６８ ミッドナイトクロス 牡３青鹿５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ４９６－ ６１：４９．２２ １６．５�
３３ シゲルナガマサ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 斉藤スタッド ４３４－ ４１：５０．０５ ７６．５
４４ アクアオーラ 牝３栗 ５４ D．ホワイト �ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント B４４８＋ ２１：５０．８５ ２９．９�

（香港）

１１ クリノオスカー �３黒鹿５６ 荻野 琢真栗本 博晴氏 中野渡清一 日高 日高大洋牧場 B４２８－ ６１：５６．０大差 ２５２．４�
８１３ ウエスタンサクラ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一西川 賢氏 中野 栄治 新ひだか 桜井牧場 ４７４＋１４１：５６．７４ ３９３．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，６５８，０００円 複勝： ２０，２５５，３００円 枠連： ９，０４０，１００円

普通馬連： ３３，１４０，６００円 馬単： ２４，９７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５５３，０００円

３連複： ４７，５２３，２００円 ３連単： ７９，９１３，２００円 計： ２４５，０５３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０００円 複 勝 � ５４０円 � １４０円 � ３００円 枠 連（４－７） １，９７０円

普通馬連 �� ３，５７０円 馬 単 �� ５，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ２，９４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ８，９８０円 ３ 連 単 ��� ９１，８７０円

票 数

単勝票数 計 １５６５８０ 的中 � ６１９０（７番人気）
複勝票数 計 ２０２５５３ 的中 � ７５１８（８番人気）� ５２５４５（１番人気）� １５８３８（４番人気）
枠連票数 計 ９０４０１ 的中 （４－７） ３４０１（８番人気）
普通馬連票数 計 ３３１４０６ 的中 �� ６８５３（１２番人気）
馬単票数 計 ２４９７０５ 的中 �� ３１１３（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５５３０ 的中 �� ３１７２（１３番人気）�� １１６０（３０番人気）�� ６３５３（６番人気）
３連複票数 計 ４７５２３２ 的中 ��� ３９０６（２８番人気）
３連単票数 計 ７９９１３２ 的中 ��� ６４２（２６５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―３０．０―４２．５―５５．７―１：０８．４―１：２１．５―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングミント �
�
父 バ ゴ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１．１６ 京都７着

２００７．５．１３生 牝３栗 母 タシロスプリング 母母 セ ナ リ オ ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンサクラ号は，平成２２年８月２５日まで平地競走に出走できない。

クリノオスカー号は，平成２２年９月２５日まで平地競走に出走できない。
※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。



２１０４２ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第６競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５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

５７．７
５７．１

重

稍重

６８ ヤマサラグランジュ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋岡田 牧雄氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４３２－ ２ ５９．７ ４．４�

８１１ チェアユーアップ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介岡田 将一氏 田島 俊明 静内 岡田スタツド ４４０± ０ ５９．８� ５．３�
５６ トップアテンション 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４７２＋ ２ 〃 ハナ １６．５�
３３ スピールナカヤマ 牡３栗 ５４ 小野 次郎�中山牧場 尾関 知人 浦河 中山牧場 ４８４＋ ６１：００．０１� １７．６�
７９ ドナルドバローズ 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人猪熊 広次氏 小笠 倫弘 日高 野島牧場 ４３６＋１０１：００．２１� ８．１�
５５ 	 スマートマグナム 牡４青鹿５７ 村田 一誠大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 前川ファーム ５１８－ ２１：００．５１� ２．６�
６７ ピュアマリーン 牝４栗 ５５ 芹沢 純一�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４４０－ ６ 〃 アタマ １８．３	
１１ グ レ イ シ ス 牝４栗 ５５

５２ ▲西村 太一高橋 一恵氏 大江原 哲 日高 佐々木牧場 ４５４＋ １１：００．６� ２１２．６

４４ 
 アグネスポライト 牡６鹿 ５７

５６ ☆丸山 元気渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &
Cynthia Busby ４９２－１０１：００．７クビ ９．４�

７１０ コンスヴァール 牝４鹿 ５５ 酒井 学前田 幸治氏 岡田 稲男 新ひだか 大典牧場 ５１２＋４８１：０１．４４ １９．３�
８１２ キタグニノホシ 牡７鹿 ５７ 黛 弘人秋場 清氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４９０± ０１：０２．０３� ２２２．６�

（１１頭）
２２ フライトマイル 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥�ミルファーム 武市 康男 新冠 ハシモトフアーム ４７４－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １５，６１６，９００円 複勝： １７，２２３，３００円 枠連： ８，０４９，１００円

普通馬連： ３４，５４１，５００円 馬単： ２４，３１１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １２，２２９，８００円

３連複： ４２，１７７，６００円 ３連単： ７５，８４４，３００円 計： ２２９，９９４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � ３２０円 枠 連（６－８） ９１０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ８８０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ５，５３０円 ３ 連 単 ��� ２９，７５０円

票 数

単勝票数 差引計 １５６１６９（返還計 ６０３） 的中 � ２８０７８（２番人気）
複勝票数 差引計 １７２２３３（返還計 ９４７） 的中 � ３４５７７（２番人気）� １７４６２（４番人気）� １２０２６（６番人気）
枠連票数 差引計 ８０４９１（返還計 １２１３） 的中 （６－８） ６５５２（４番人気）
普通馬連票数 差引計 ３４５４１５（返還計 ６５５４） 的中 �� １８１３１（５番人気）
馬単票数 差引計 ２４３１１６（返還計 ４３８０） 的中 �� ６４２５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １２２２９８（返還計 ２７１１） 的中 �� ４９７４（６番人気）�� ３４１６（１３番人気）�� ２２３４（２２番人気）
３連複票数 差引計 ４２１７７６（返還計 １８３４０） 的中 ��� ５６３７（２４番人気）
３連単票数 差引計 ７５８４４３（返還計 ２９４８３） 的中 ��� １８８２（１１２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．１―３４．８―４７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマサラグランジュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．２．１６ 京都１４着

２００５．３．３０生 牝５鹿 母 キョウエイアン 母母 インターソリスト １５戦２勝 賞金 １９，１４０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔競走除外〕 フライトマイル号は，疾病〔右肩跛行〕のため装鞍所で競走除外。
※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 バリバリセレブ号



２１０４３ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１０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

１：０８．２
１：０６．５

良

良

８１２ ナリタシリカ 牝４黒鹿５５ 上村 洋行�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４４６＋ ２１：０８．９ ３．４�

７９ メイショウサバト 牝３黒鹿５２ 木幡 初広松本 好�氏 小島 貞博 浦河 浦河日成牧場 ４５０－ ２１：０９．０� ５．４�
１１ マリエンベルク 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４９８－ ２１：０９．２１� ７．７�
３３ ケイエスケイト 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４６４＋ ８１：０９．４１ １５．０�
６８ ワールドワン 牝４黒鹿５５ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 浦河 大柳ファーム ４４０－ ６１：０９．５� ３．９�
７１０ ワイドロータス 牝４鹿 ５５ D．ホワイト 幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４４０－ ２１：０９．７１ ３５．４	

（香港）

２２ アグネスジャスパー 牝３黒鹿５２ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８０± ０ 〃 クビ ２４．４

８１１� エイトスター 	５鹿 ５７ 丸田 恭介玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 元道牧場 ５１６＋ ８１：０９．８� １６４．２�
４４ スマートムービー 牝３黒鹿５２ 田中 勝春大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４２２＋ ２ 〃 クビ ６．７�
５６ ブラウンチーター 牡３鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気楠田 均氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４７８＋１０１：０９．９クビ １６．５
６７ ハッシャバイ 牝４栗 ５５

５２ ▲西村 太一グリーンスウォード 和田 正道 新冠 堤 牧場 ４５４＋１４１：１０．１１� ４８．６�
５５ � クイーンマルサ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人海原 聖一氏 北出 成人 浦河 村下牧場 ４５０－ ７１：１０．８４ ６２．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，９３５，３００円 複勝： ２５，３５８，３００円 枠連： ８，３１３，３００円

普通馬連： ４６，１０７，１００円 馬単： ２９，２２９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０５７，３００円

３連複： ５５，６５５，３００円 ３連単： １００，６４２，５００円 計： ２９８，２９８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（７－８） ８３０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ４８０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� ８，５５０円

票 数

単勝票数 計 １６９３５３ 的中 � ４０３５７（１番人気）
複勝票数 計 ２５３５８３ 的中 � ４８４０９（１番人気）� ４３６６５（３番人気）� ３６２０９（４番人気）
枠連票数 計 ８３１３３ 的中 （７－８） ７４１５（３番人気）
普通馬連票数 計 ４６１０７１ 的中 �� ２８９５３（４番人気）
馬単票数 計 ２９２２９６ 的中 �� １１５１９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０５７３ 的中 �� ９５３８（３番人気）�� ８２６４（８番人気）�� ８６０３（６番人気）
３連複票数 計 ５５６５５３ 的中 ��� ２０７７１（５番人気）
３連単票数 計１００６４２５ 的中 ��� ８６９０（１３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．１―１１．４―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．７―４５．１―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタシリカ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．７．２７ 小倉９着（８位）

２００６．３．１５生 牝４黒鹿 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー ２１戦３勝 賞金 ５７，８８３，０００円
※出走取消馬 ゴーイングステージ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。



２１０４４ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第８競走 ��
��２，６００�

よ こ つ だ け

横 津 岳 特 別
発走１４時４５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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：４０．４
２：３７．４

良

良

３３ ゴールデンハインド 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５３８± ０２：３９．４レコード ３．７�

７７ ドリームセーリング 牡３栗 ５４ 荻野 琢真セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ２２：４０．６７ ５８．９�
７８ ウェザーサイド 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４４６－ ６２：４０．７� ２５．３�
５５ メジロジョン 牡３栗 ５４ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５１８－ ２２：４０．８クビ ８．５�
８９ グ ル ー オ ン �５鹿 ５７ 柴山 雄一池谷 誠一氏 大竹 正博 静内 畠山牧場 ４７４＋１０２：４１．１２ １８．６�
４４ トミケンプライム 牡５栗 ５７ 丸田 恭介冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４１６± ０２：４１．２クビ ２３．１	
６６ 	 スイートバイカル 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人シンボリ牧場 後藤 由之 門別 シンボリ牧場 ４８２± ０２：４１．６２� １９．０

１１ ウインシュールマン 牡４青 ５７ 安藤 勝己�ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４３２－ ６２：４２．１３ ３．２�
２２ ファートゥム 牡６栗 ５７ 丹内 祐次田上 雅春氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド ４５４＋ ４２：４２．４１
 ６４．１�
８１０ サンリヴァル 牡３鹿 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２２：４３．７８ ３．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： １８，８５８，０００円 複勝： ２３，９２４，０００円 枠連： ９，０７７，０００円

普通馬連： ４８，１８２，９００円 馬単： ３７，６９３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０７７，０００円

３連複： ６５，７４７，５００円 ３連単： １４４，０１７，４００円 計： ３６４，５７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � １，３９０円 � ６７０円 枠 連（３－７） ３，７７０円

普通馬連 �� １１，６４０円 馬 単 �� １６，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１２０円 �� １，６５０円 �� ４，９２０円

３ 連 複 ��� ４６，０８０円 ３ 連 単 ��� ２１８，７００円

票 数

単勝票数 計 １８８５８０ 的中 � ４０９１０（３番人気）
複勝票数 計 ２３９２４０ 的中 � ４７５４２（２番人気）� ３６９０（１０番人気）� ８１３７（８番人気）
枠連票数 計 ９０７７０ 的中 （３－７） １７７９（１６番人気）
普通馬連票数 計 ４８１８２９ 的中 �� ３０５６（２８番人気）
馬単票数 計 ３７６９３９ 的中 �� １７２５（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０７７０ 的中 �� １３４２（３０番人気）�� ２６０５（２０番人気）�� ８４４（３８番人気）
３連複票数 計 ６５７４７５ 的中 ��� １０５３（８３番人気）
３連単票数 計１４４０１７４ 的中 ��� ４８６（４０８番人気）

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

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�
１２．９―２４．７―３７．０―４９．０―１：０１．５―１：１４．３―１：２６．８―１：３９．２―１：５１．２―２：０３．２―２：１５．１―２：２７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンハインド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．６．２１ 福島８着

２００６．３．１９生 牡４鹿 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara １１戦３勝 賞金 ３３，０１９，０００円



２１０４５ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第９競走

サマー２０００シリーズ
��
��２，０００�第４６回農林水産省賞典 函館記念（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）
３歳以上，２１．７．２５以降２２．７．１８まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・函館市長賞（１着）
賞 品

本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

３６ マイネルスターリー 牡５鹿 ５６ D．ホワイト �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４８２＋１０１：５８．５ ５．７�

（香港）

６１２ ジ ャ ミ ー ル 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４６２＋１０１：５９．１３� ５．２�
４８ ドリームサンデー 牡６青 ５７ 池添 謙一ロイヤルファーム� 池江 泰郎 千歳 ロイヤルファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ ８．５�
６１１ エアジパング �７鹿 ５６ 横山 典弘 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４５６＋１６１：５９．２� ２２．６�
８１６ フィールドベアー 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９４－１０ 〃 アタマ ６．１�
２３ マンハッタンスカイ 牡６黒鹿５６ 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット B５３６± ０１：５９．３クビ １２．２	
２４ メイショウクオリア 牡５鹿 ５６ 長谷川浩大松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １４．２

４７ マヤノライジン 牡９鹿 ５５ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８０＋ ２１：５９．４クビ ２０．７�
１２ スズカサンバ 牡６鹿 ５３ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８０－ ２ 〃 アタマ １５．９�
３５ シャドウゲイト 牡８黒鹿５８ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０４＋ ４ 〃 ハナ ８．３
１１ 	 エイシンドーバー 牡８栗 ５７ 柴山 雄一平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-

ana Farm ４５６－１４ 〃 アタマ ８３．９�
５１０ サクラオリオン 牡８黒鹿５７ 四位 洋文�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４６２－２０１：５９．５クビ ３６．１�
７１３ エリモハリアー �１０鹿 ５７ 酒井 学山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４５２－ ２２：００．６７ ９４．７�
８１５
 スマートステージ 牡５鹿 ５４ 村田 一誠大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B４９４－ ４２：０１．０２� １３．８�
５９ ナムラマース 牡６黒鹿５６ 藤岡 佑介ディアレスト 田村 康仁 静内 八田ファーム ４７０± ０２：０３．２大差 ３４．９�
７１４ テイエムプリキュア 牝７黒鹿５３ 荻野 琢真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５０２－１６２：０３．７３ ３１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３５，９６１，３００円 複勝： １９３，７４７，９００円 枠連： １６０，８２７，７００円

普通馬連： ７９３，３５１，６００円 馬単： ３８３，２９１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０７，４０２，５００円

３連複： １，０６０，０１５，３００円 ３連単： １，９４９，２９６，６００円 計： ４，８８３，８９４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ２７０円 枠 連（３－６） ７７０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ８８０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ４，０８０円 ３ 連 単 ��� ２０，３５０円

票 数

単勝票数 計１３５９６１３ 的中 � １８９８０２（２番人気）
複勝票数 計１９３７４７９ 的中 � ２９９０８１（２番人気）� ３０３２１７（１番人気）� １７０９８３（４番人気）
枠連票数 計１６０８２７７ 的中 （３－６） １５４８５７（１番人気）
普通馬連票数 計７９３３５１６ 的中 �� ３８１５１４（３番人気）
馬単票数 計３８３２９１９ 的中 �� ８８７２３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０７４０２５ 的中 �� ８４８３７（１番人気）�� ５７９９０（４番人気）�� ５２５６７（５番人気）
３連複票数 計１０６００１５３ 的中 ��� １９１９１８（２番人気）
３連単票数 計１９４９２９６６ 的中 ��� ７０７０６（１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．２―１１．５―１１．８―１２．１―１２．６―１２．４―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．３―３４．５―４６．０―５７．８―１：０９．９―１：２２．５―１：３４．９―１：４６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．０
１
３
１４－８，７（３，４）６，１，１１（１２，１３）（１０，１５）１６－２－９，５
１４－（８，７）（３，４，６）１（１２，１１，１３）（１０，１５）１６，２，５－９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルスターリー �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．２６ 札幌４着

２００５．３．２９生 牡５鹿 母 スイートウインク 母母 シ バ ス キ ー ２５戦７勝 賞金 １７７，２５６，０００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 アウトクラトール号・ウィルビーキング号・カルナバリート号・キングブレーヴ号・ショウナンライジン号・

タガノサイクロン号・デストラメンテ号・マイネルキーロフ号・メイショウレガーロ号・ルールプロスパー号・
レッドアゲート号

※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。



２１０４６ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�道新スポーツ杯

発走１６時００分（番組第１１競走を順序変更） （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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 １６１，０００円 ４６，０００円 ２３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．２
１：０６．５

良

良

６６ ル シ ュ ク ル 牝４芦 ５５ 四位 洋文�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６－ ２１：０８．８ １．９�

５５ � アラマサローズ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４０＋ ４１：０９．０１� ２．６�
３３ ケイアイスウォード 牡５芦 ５７ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 静内 松田 三千雄 ５３０－ ２１：０９．３１	 １８．２�
２２ メジロアリス 牝５鹿 ５５ 黛 弘人�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺 メジロ牧場 ４２０－ ２１：０９．７２� １２．３�
４４ エーピーレジェンド 牡７栗 ５７ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 門別 山際 辰夫 ４４４＋ ４１：０９．９１� ２９．７�
１１ ナムラミーティア 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介奈村 信重氏 田村 康仁 三石 平野牧場 ４４６＋１０１：１１．４９ ５．９	

（６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８８７，２００円 複勝： ２６，３２２，１００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５０，４７８，６００円 馬単： ５１，０７８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８４３，８００円

３連複： ６０，０２１，５００円 ３連単： ２５０，６８７，０００円 計： ４７７，３１８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １７０円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１０円 �� ３４０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� １，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２４８８７２ 的中 � １０５３００（１番人気）
複勝票数 計 ２６３２２１ 的中 � ９７３１８（１番人気）� ８４８４８（２番人気）
普通馬連票数 計 ５０４７８６ 的中 �� ２２０１０５（１番人気）
馬単票数 計 ５１０７８４ 的中 �� １３０４７０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８４３８ 的中 �� ５２６０１（１番人気）�� ６８４１（６番人気）�� ６４２３（７番人気）
３連複票数 計 ６００２１５ 的中 ��� ６８８３９（３番人気）
３連単票数 計２５０６８７０ 的中 ��� ９８３７２（６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．３―１１．８―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．８―４５．６―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．０
３ ・（１，２）５，６（４，３） ４ ・（１，２）（５，６）（４，３）

勝馬の
紹 介

ル シ ュ ク ル 

�
父 サクラバクシンオー 


�
母父 Unbridled デビュー ２００８．７．５ 函館１着

２００６．２．２５生 牝４芦 母 アジアンミーティア 母母 Trolley Song １３戦３勝 賞金 ５９，３１４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



２１０４７ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第１１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時４０分（番組第１０競走を順序変更） （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
１：４１．７

不良

不良

６９ ラヴィンライフ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－１６１：４６．１ ３．９�

５６ コスモフォース 牡４鹿 ５７ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 土井 仁 ５０２－２４１：４６．２� ６．９�
２２ カズノタイショウ 牡３栗 ５４

５３ ☆丸山 元気鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋ ４１：４６．６２� ３．０�
８１３ マスターコーク 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ２１：４６．７� ６．８�
３３ ラ グ ナ ロ ク 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B５０４－ ５１：４７．３３� ３８．５�
４４ � ホクセツポイント 牡４鹿 ５７ 小野 次郎平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４４４＋ ８１：４７．７２� ２２９．４�
１１ ナリタシーズン 牡３栗 ５４ 上村 洋行	オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４７０－ ８１：４７．８� ６６．３

４５ メイショウシャイン 牡３鹿 ５４ 藤田 伸二松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４５６± ０ 〃 アタマ １１．０�
８１２ ネオギャラクシー �３栗 ５４ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 浦河 日田牧場 ４６２± ０１：４８．１１� １５．４�
７１０ チェリーブランデー 牝３鹿 ５２ 丸田 恭介青芝商事	 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４１０－ ５１：４８．８４ ９０．１
７１１ コウセイベイビー 牡３黒鹿５４ 黛 弘人杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４４４－ １ 〃 ハナ １１３．３�
５７ クリノサンデーママ 牝４栗 ５５ 荻野 琢真栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 ４３８－ ２１：５１．０大差 ２５．８�
６８ ヤマノローラ 牝４黒鹿５５ 池添 謙一山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 佐藤 信広 ４８６－ ６ （競走中止） ８．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，１９１，４００円 複勝： ３９，２９０，０００円 枠連： １９，７７９，２００円

普通馬連： ８８，５７４，０００円 馬単： ５３，４８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６３８，０００円

３連複： １１４，３０１，７００円 ３連単： ２４２，３１６，１００円 計： ６１７，５７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（５－６） ９００円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ２４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� １０，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２９１９１４ 的中 � ６０３０１（２番人気）
複勝票数 計 ３９２９００ 的中 � ７９３６８（２番人気）� ３８６０７（５番人気）� ９４０１８（１番人気）
枠連票数 計 １９７７９２ 的中 （５－６） １６２６４（４番人気）
普通馬連票数 計 ８８５７４０ 的中 �� ４０９９８（８番人気）
馬単票数 計 ５３４８４３ 的中 �� １３１５２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６３８０ 的中 �� １２８８７（８番人気）�� ３７９０８（１番人気）�� １４６５２（５番人気）
３連複票数 計１１４３０１７ 的中 ��� ５２６５１（３番人気）
３連単票数 計２４２３１６１ 的中 ��� １６９５８（１８番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１２．４―１３．１―１２．８―１２．４―１２．３―１２．２―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―３０．４―４３．５―５６．３―１：０８．７―１：２１．０―１：３３．２

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

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

勝馬の
紹 介

ラヴィンライフ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２００８．８．３ 函館９着

２００６．４．７生 牡４鹿 母 ラフィンムード 母母 ファビラスラフイン １９戦３勝 賞金 ３３，６４０，０００円
〔競走中止〕 ヤマノローラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため向正面で競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 ヤマノローラ号は，平成２２年８月２５日まで出走できない。



２１０４８ ７月２５日 晴 良 （２２函館２）第４日 第１２競走 ��
��１，７００�

お し ま

渡 島 特 別
発走１７時１０分 （ダート・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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．２
１：４１．７

不良

不良

１１ パワーストラグル 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４７６＋ ６１：４５．２ ３．０�

８８ ウインブシドウ 牡３黒鹿５４ D．ホワイト �ウイン 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４８０－ ４１：４５．５２ ７．１�
（香港）

４４ スズカフレーム 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ４．７�
５５ キ テ ィ 牝４鹿 ５５ 荻野 琢真武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４６８－ ２１：４５．６クビ ５．３�
７７ ショウサンウルル 牝４鹿 ５５ 芹沢 純一鈴木 昭和氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４８４＋２４１：４５．９２ １１．９�
３３ チャリティショウ 牡６栗 ５７ 吉田 隼人加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ４９６＋ ２１：４６．４３ ６１．８�
２２ ツルマルネオ �４鹿 ５７ 池添 謙一鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４９０＋ ４１：４６．５� １４．１	
６６ ジョープライド 牡３栗 ５４ 丸山 元気上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４８６± ０１：４６．８２ ５．６

８９ モアザンスマート 牡４鹿 ５７ 四位 洋文�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４７６＋ ２１：４８．１８ ３７．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ５２，４８３，９００円 複勝： ６８，４８１，６００円 枠連： ２３，７１６，１００円

普通馬連： １１８，４８１，０００円 馬単： ８６，１２１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，８７５，２００円

３連複： １５９，３０９，２００円 ３連単： ４０７，７８１，０００円 計： ９６３，２４９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（１－８） ９９０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ２８０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，９９０円 ３ 連 単 ��� １０，０００円

票 数

単勝票数 計 ５２４８３９ 的中 � １４１１６０（１番人気）
複勝票数 計 ６８４８１６ 的中 � １４８５６８（１番人気）� ７７６６５（５番人気）� １１６８６２（３番人気）
枠連票数 計 ２３７１６１ 的中 （１－８） １７７１１（４番人気）
普通馬連票数 計１１８４８１０ 的中 �� ６７０４９（５番人気）
馬単票数 計 ８６１２１９ 的中 �� ２９８０７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６８７５２ 的中 �� ２３３００（５番人気）�� ４７０２２（１番人気）�� １５２８７（１３番人気）
３連複票数 計１５９３０９２ 的中 ��� ５９３１８（４番人気）
３連単票数 計４０７７８１０ 的中 ��� ３００９５（２２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１２．４―１２．５―１２．８―１２．５―１２．３―１２．１―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．３―３０．７―４３．２―５６．０―１：０８．５―１：２０．８―１：３２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パワーストラグル 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．１２．１３ 中山２着

２００６．４．２２生 牡４黒鹿 母 ビッグハッピー 母母 モルゲンロート １２戦４勝 賞金 ５９，６５４，０００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。



（２２函館２）第４日 ７月２５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １３６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

２５１，９３０，０００円
５，１１０，０００円
１４，６００，０００円
１，７８０，０００円
２３，４９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

４９，０２４，０００円
３，８０８，０００円
１，３４６，４００円

勝馬投票券売得金
３７５，４４０，２００円
５２６，４０９，５００円
２６７，６０８，０００円
１，３２８，１６７，３００円
７９２，６２４，０００円
４１０，９５３，６００円
１，７６９，２０１，０００円
３，５６０，２９８，１００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 ９，０３０，７０１，７００円

総入場人員 １１，４５５名 （有料入場人員 １０，５０３名）




