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１９０３７ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５０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

１：４３．２
１：４１．７

不良

不良

７１１ ピュアマインド 牝３栗 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４５０＋ ６１：４８．９ ３．１�

５６ インプレッシヴ 牝３青鹿 ５４
５１ ▲西村 太一長井 純一氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５２± ０１：４９．１１� ８．７�

７１０ セーヌパリジャンヌ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋熊田 晋作氏 作田 誠二 むかわ 清水ファーム ５００＋１２１：４９．２� ４２．５�
８１３ ヤマニンパンケーキ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５００± ０１：４９．３クビ １５．９�
２２ マリーズタイム 牝３鹿 ５４ 丸山 元気冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４２８－１０１：４９．６１� １２．３�
１１ メーンテーブル 牝３栗 ５４ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４８０＋ ８ 〃 クビ １．９�
４４ セ ミ ニ ョ ン 牝３鹿 ５４ 津村 明秀伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 ４６６＋ ６１：４９．７クビ ３１．０�
３３ サクラプレリュード 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹	さくらコマース上原 博之 新冠 川上牧場 ４８０＋ ２１：５０．１２� ２０．６

６８ ラバーマッチ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ４６０ ―１：５０．５２� ６５．９�
８１２ クインテッサ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人平田 修氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ４１：５１．３５ １０７．６�
５７ エタニティリング 牝３青鹿５４ 松田 大作有限会社シルク野中 賢二 日高 ヤナガワ牧場 ４３０＋ ６１：５１．８３ １１３．７
４５ トップデュタン 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介鳴海 芳明氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４５０ ―１：５２．２２� １４９．２�
６９ バシマイシン 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人石橋 英郎氏 高橋 義博 新ひだか 出羽牧場 ４２２＋ ２１：５３．５８ ３２５．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，７３４，４００円 複勝： ２８，３３０，９００円 枠連： ６，０３６，５００円

馬連： ２５，６１１，１００円 馬単： ２４，２３８，７００円 ワイド： １３，８８６，９００円

３連複： ３９，７１８，８００円 ３連単： ７３，４８１，３００円 計： ２２４，０３８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １８０円 � ４６０円 � ５８０円 枠 連（５－７） ２，０２０円

馬 連 �� １，８５０円 馬 単 �� ３，５００円

ワ イ ド �� ７７０円 �� １，５３０円 �� ３，１９０円

３ 連 複 ��� １５，１６０円 ３ 連 単 ��� ５３，０７０円

票 数

単勝票数 計 １２７３４４ 的中 � ３３２６４（２番人気）
複勝票数 計 ２８３３０９ 的中 � ５２５４５（２番人気）� １４４０６（５番人気）� １１０３５（６番人気）
枠連票数 計 ６０３６５ 的中 （５－７） ２２１５（８番人気）
馬連票数 計 ２５６１１１ 的中 �� １０２２１（７番人気）
馬単票数 計 ２４２３８７ 的中 �� ５１２２（１３番人気）
ワイド票数 計 １３８８６９ 的中 �� ４６４５（８番人気）�� ２２１４（１５番人気）�� １０３７（２６番人気）
３連複票数 計 ３９７１８８ 的中 ��� １９３４（４０番人気）
３連単票数 計 ７３４８１３ 的中 ��� １０２２（１４０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．６―４３．６―５６．８―１：０９．４―１：２２．３―１：３５．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピュアマインド �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー ２０１０．１１．１４ 東京２着

２００８．３．１１生 牝３栗 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン ８戦１勝 賞金 １６，１００，０００円

１９０３８ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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
５７．１

重

稍重

６８ イツモジョウキゲン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 佐々木晶三 浦河 木村牧場 ４４２± ０１：００．６ ３．０�

８１２ シラサギジョウ 牝３芦 ５４ 吉田 豊重松 國建氏 大江原 哲 日高 横井 哲 ４１２＋ ２１：００．７� ３．０�
６７ ヒシサッチモ 牡３黒鹿５６ 津村 明秀阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 カミイスタット ４９０＋ ６１：００．８� ７．６�
４４ ショウナンハトバ 牝３黒鹿５４ 松田 大作�湘南 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４１６＋ ８１：００．９� ３４．１�
１１ ウォールストリート 牡３栗 ５６ 丸田 恭介田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 石川 栄一 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ５．４�
７９ ナンクルナイサ 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗小峰 清文氏 嶋田 潤 浦河 横山 浩司 ４２８＋ ８１：０１．０� ２８．５�
５５ テーオーガイア 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 ４４０＋ ６１：０１．１クビ １０４．４	
５６ リュウシンアド 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一桑畑 
信氏 大竹 正博 日高 槇本牧場 ４４６－ ８ 〃 クビ ８．６�
８１１ ア ニ ー 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真武田 茂男氏 野中 賢二 新冠 細川農場 ４３２－ ２１：０１．３� ２２３．６�
３３ シャインパーミット 牝３鹿 ５４ 丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：０１．４� １６．４
２２ スリースプリント 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５６＋１２１：０１．９３ ８３．７�
７１０ ネイチャーナターレ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 中地 義次 B４１２－ ２１：０２．３２� ２３５．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，５２４，５００円 複勝： １４，１６４，６００円 枠連： ５，７６３，０００円

馬連： ２０，８０６，２００円 馬単： １７，８５８，８００円 ワイド： １１，１２１，６００円

３連複： ３０，８３８，５００円 ３連単： ５２，４８１，６００円 計： １６３，５５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（６－８） ２８０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ３６０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ３，６１０円

票 数

単勝票数 計 １０５２４５ 的中 � ２８０２３（２番人気）
複勝票数 計 １４１６４６ 的中 � ３７５２３（１番人気）� ２９６３０（２番人気）� １５００１（５番人気）
枠連票数 計 ５７６３０ 的中 （６－８） １５５７５（１番人気）
馬連票数 計 ２０８０６２ 的中 �� ３９８９９（１番人気）
馬単票数 計 １７８５８８ 的中 �� １５４９９（２番人気）
ワイド票数 計 １１１２１６ 的中 �� ２３０５７（１番人気）�� ６６２０（４番人気）�� ４９８６（７番人気）
３連複票数 計 ３０８３８５ 的中 ��� ２１６６９（３番人気）
３連単票数 計 ５２４８１６ 的中 ��� １０７３５（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．９―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．８―３５．７―４７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イツモジョウキゲン �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１０．１２．１９ 小倉８着

２００８．４．１生 牝３鹿 母 ゲッケイジュ 母母 ウラカワミユキ ９戦１勝 賞金 １２，０５０，０００円
〔発走状況〕 アニー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ココロノトビラ号・ジュライザセヴンス号・スウィートライズ号・チャーピーチット号・ヒルノヴィンテージ号

第１回　函館競馬　第４日



１９０３９ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

１：４３．２
１：４１．７

不良

不良

１１ セトノハリケーン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ４９８± ０１：４８．７ ３．３�

５６ ドリームサンライズ 牡３栗 ５６ 上村 洋行セゾンレースホース� 松山 康久 千歳 社台ファーム B５００－ ８１：４８．９１� ８．９�
７１１ ミラクルオブレナ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ５２０＋ ８１：４９．４３ ４．６�
７１０ スプリングレベル 牡３黒鹿５６ 四位 洋文加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４９０－ ８１：４９．５� ５．４�
８１２ ピースワンボーイ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気長谷川成利氏 大竹 正博 日高 大江牧場 ４３６－２０１：４９．６クビ １３．４�
４４ ニシノラプター 牡３栗 ５６ 津村 明秀西山 茂行氏 高橋 祥泰 むかわ 西山牧場 B４６２＋ ２ 〃 アタマ ４９．７�
６８ ハヤブサアビオン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４３４－ ８１：５０．６６ ２９．２	
３３ ルーナピエーナ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�樽さゆり氏 松永 康利 日高 川島 良一 ４３８± ０ 〃 クビ ２７８．６

８１３ キャリーウェーブ 牝３黒鹿５４ 川島 信二吉田 和子氏 荒川 義之 新ひだか 片山牧場 ４６２± ０１：５０．８１� ２４．５�
４５ ベルウッドサヴァン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４６０± ０ 〃 クビ ４．０�
２２ ダイワロック 牡３青 ５６ 丸田 恭介大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４７８－ ２１：５０．９クビ ６４．７
５７ エドノフレーザ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人遠藤 喜松氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 B５０２＋ ４１：５１．０� ３５７．７�
６９ グラスシューター 牡３青鹿 ５６

５３ ▲水口 優也半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４９２－ ４１：５２．７大差 ６２１．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，３０１，１００円 複勝： ２０，２９４，７００円 枠連： ７，４１３，７００円

馬連： ２５，３１８，５００円 馬単： １９，８４７，６００円 ワイド： １２，６７３，４００円

３連複： ３７，１４８，５００円 ３連単： ５８，３７７，６００円 計： １９３，３７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２８０円 � ２００円 枠 連（１－５） ２，４４０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，３２０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ４００円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ３，６８０円 ３ 連 単 ��� １９，６６０円

票 数

単勝票数 計 １２３０１１ 的中 � ２９５７８（１番人気）
複勝票数 計 ２０２９４７ 的中 � ４３１２５（１番人気）� １５９５３（５番人気）� ２７４９０（４番人気）
枠連票数 計 ７４１３７ 的中 （１－５） ２２４６（１０番人気）
馬連票数 計 ２５３１８５ 的中 �� １０５４７（７番人気）
馬単票数 計 １９８４７６ 的中 �� ４４１７（１４番人気）
ワイド票数 計 １２６７３４ 的中 �� ４４９０（９番人気）�� ８４４２（３番人気）�� ２４７８（１５番人気）
３連複票数 計 ３７１４８５ 的中 ��� ７４５４（１１番人気）
３連単票数 計 ５８３７７６ 的中 ��� ２１９２（５７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３１．０―４４．６―５８．１―１：１１．１―１：２３．９―１：３６．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セトノハリケーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．１２．５ 阪神７着

２００８．４．５生 牡３鹿 母 クリムゾンクローバ 母母 ラディカルチック ７戦１勝 賞金 ８，８２０，０００円
〔制裁〕 グラスシューター号の騎手水口優也は，２コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）

１９０４０ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第４競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （芝・右）

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

中央レコード

２：３９．４
２：３７．４

良

良

４４ メジロダイボサツ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４５６－ ２２：４２．９ １．８�

１１ プレスインザサン 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４４０－ ２２：４３．２１� ６．０�
７９ フミノミリオン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６８－ ６２：４３．３� ７１．９�
８１１ オレンジシチー 牝３鹿 ５４ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 幾千世牧場 ４６８－ ２２：４３．４� ８．０�
５５ テイエムモーレツ 牡３栗 ５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 新冠橋本牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ８１．４�
６７ フミノキララ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４８－ ６２：４３．６１� １８．４�
７８ フジマサエンパイア 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 ４６８＋ ２２：４３．９１� ２３７．８	
３３ ドーチェスター 牡３栗 ５６ 三浦 皇成渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 浦河 福岡 光夫 B４５６＋ ６２：４４．１１� ３．８

８１０ グランパズデライツ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一中村三和子氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４９２－ ６２：４４．５２� ５８．９�
２２ デルマハヌマーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 ファニーヒルファーム ４９４－ ２２：４５．６７ １３９．４�
６６ ジ ョ ウ ゲ ン 牡３黒鹿５６ 津村 明秀荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 日高 有限会社

ケイズ B５０２－ ４２：４６．８７ ７４．１

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，０２８，０００円 複勝： ３１，８９４，２００円 枠連： ５，９０３，１００円

馬連： ２１，６６７，７００円 馬単： ２４，６０５，３００円 ワイド： １１，７９６，３００円

３連複： ３４，５９０，８００円 ３連単： ８３，９１５，０００円 計： ２２８，４００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １，１９０円 枠 連（１－４） ３９０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２，６５０円 �� ８，１８０円

３ 連 複 ��� １３，６８０円 ３ 連 単 ��� ３０，５３０円

票 数

単勝票数 計 １４０２８０ 的中 � ６４６８０（１番人気）
複勝票数 計 ３１８９４２ 的中 � ２０１３０９（１番人気）� ２７７４１（３番人気）� ２４２４（９番人気）
枠連票数 計 ５９０３１ 的中 （１－４） １１２３３（２番人気）
馬連票数 計 ２１６６７７ 的中 �� ３９２８０（２番人気）
馬単票数 計 ２４６０５３ 的中 �� ３５４１５（２番人気）
ワイド票数 計 １１７９６３ 的中 �� １６５９４（２番人気）�� ９５９（２２番人気）�� ３０４（３９番人気）
３連複票数 計 ３４５９０８ 的中 ��� １８６７（２９番人気）
３連単票数 計 ８３９１５０ 的中 ��� ２０２９（７７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１２．２―１２．５―１２．３―１３．１―１３．６―１３．５―１２．６―１２．０―１２．０―１１．７―１２．６

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―２４．８―３７．０―４９．５―１：０１．８―１：１４．９―１：２８．５―１：４２．０―１：５４．６―２：０６．６―２：１８．６―２：３０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロダイボサツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１１．２．２６ 中山６着

２００８．４．１４生 牡３鹿 母 メジロドーベル 母母 メジロビユーテイー ５戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
※出走取消馬 ロジポケット号（疾病〔感冒〕のため）



１９０４１ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第５競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

５９．１
５７．７

良

重

４４ シェアースマイル 牝２栗 ５４ 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新ひだか 加野牧場 ４８６ ―１：００．０ ５．７�

６６ ディアジーローズ 牝２青 ５４ 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 新ひだか タイヘイ牧場 ４１８ ―１：０１．０６ １．７�
１１ ハマノヴィグラス 牡２栗 ５４ 吉田 隼人浜井 弘至氏 服部 利之 日高 モリナガファーム ４９４ ―１：０１．１� ９．４�
２２ コスモゴウテン 牡２鹿 ５４ 鈴来 直人 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 前川 隆則 ４４０ ―１：０１．９５ ４．３�
５５ プレシャスストーン 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４０８ ―１：０２．５３� ８．３�
３３ カシノレインボー 牝２芦 ５４ 丸田 恭介柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 ４６８ ―１：０３．６７ ３２．４�

（６頭）

売 得 金

単勝： １６，２２２，８００円 複勝： １２，３６３，０００円 枠連： 発売なし

馬連： １９，９１５，０００円 馬単： ２２，８４１，１００円 ワイド： ８，６６０，４００円

３連複： ２３，５０５，０００円 ３連単： ８４，４２７，６００円 計： １８７，９３４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ４４０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ５，８１０円

票 数

単勝票数 計 １６２２２８ 的中 � ２２４８１（３番人気）
複勝票数 計 １２３６３０ 的中 � ２１８４３（３番人気）� ４９０６３（１番人気）
馬連票数 計 １９９１５０ 的中 �� ３７７３９（２番人気）
馬単票数 計 ２２８４１１ 的中 �� １３６９１（６番人気）
ワイド票数 計 ８６６０４ 的中 �� １７６１８（１番人気）�� ３８０５（８番人気）�� ９１３１（３番人気）
３連複票数 計 ２３５０５０ 的中 ��� １８８７２（５番人気）
３連単票数 計 ８４４２７６ 的中 ��� １０７３２（２１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．１―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．７―３５．８―４７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．３
３ ４（１，５，６）２＝３ ４ ４（１，５，６）２＝３

勝馬の
紹 介

シェアースマイル 	


父 プリサイスエンド 	



母父 キンググローリアス 初出走

２００９．５．４生 牝２栗 母 エフケーサクラ 母母 イズミケリー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１９０４２ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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
１：４４．１

良

良

２３ ショウナンカミング 牡３栗 ５６ 松田 大作国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４６４＋ ４１：５０．３ １．５�

１１ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲西村 太一�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４２６－ ４１：５０．４� ２５．９�

２４ エイトプリンス 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２６－ ４ 〃 クビ ４８．２�
３５ メジロマリシテン 牝３鹿 ５４ 川島 信二岩� 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８＋ ４１：５０．５� １０．８�
１２ サクラエスパーダ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 原 武久 ４７４± ０１：５０．６� ２８８．６�
３６ イクゼギンギラギン 牡３青鹿５６ 丸山 元気佐々木完二氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B４６２＋１０１：５０．８１ ５．６	
５９ � リッシュビスティー 牡３栗 ５６ 荻野 琢真備前島敏子氏 矢作 芳人 愛 Mine Excava-

tion Syndicate B４７０－ ２１：５０．９� １４．８

７１３ アンサンブル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８＋ ４１：５１．０� ４４．８�
４７ マンハッタンジャズ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一�ターフ・スポート栗田 徹 浦河 谷川牧場 ４２２ ―１：５１．１クビ １４４．７�
４８ ショウナンランド 牡３青鹿５６ 的場 勇人国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０＋１０１：５１．２� １５．７
８１６ ミネノボサツ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次�向別牧場 加藤 和宏 浦河トラストスリーファーム ４３０± ０１：５１．３クビ ４３３．４�
６１１ アースエンブレム 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介小野 博郷氏 坂本 勝美 新ひだか 川端 英幸 ４３４± ０１：５１．４� ８０．９�
７１４ クロドレコー 牡３青鹿５６ 古川 吉洋山本 英俊氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４１４－ ２１：５１．５� ４０．４�
８１５ ナムラグーテン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４６８＋ ６１：５１．８１� ２９．８�
６１２ トーセンミウラ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也島川 �哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ５００－１０１：５２．２２� １１０．３�
５１０ メジロハイデン 牝３鹿 ５４ 上村 洋行岩� 伸道氏 岡田 稲男 洞爺湖 メジロ牧場 ４９２－ ８１：５５．７大差 ３０７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７９４，４００円 複勝： ２９，９９５，３００円 枠連： ８，９５３，２００円

馬連： ２８，２２０，５００円 馬単： ２４，１８２，０００円 ワイド： １４，９３６，９００円

３連複： ４３，６９７，６００円 ３連単： ７４，５７７，５００円 計： ２３９，３５７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３９０円 � ５３０円 枠 連（１－２） １，４３０円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ７４０円 �� ４，０２０円

３ 連 複 ��� ８，１００円 ３ 連 単 ��� ２２，７９０円

票 数

単勝票数 計 １４７９４４ 的中 � ７９８１９（１番人気）
複勝票数 計 ２９９９５３ 的中 � １６９０８３（１番人気）� １０４５６（６番人気）� ７２２８（８番人気）
枠連票数 計 ８９５３２ 的中 （１－２） ４６４１（５番人気）
馬連票数 計 ２８２２０５ 的中 �� １３５６０（５番人気）
馬単票数 計 ２４１８２０ 的中 �� ９９０６（６番人気）
ワイド票数 計 １４９３６９ 的中 �� ６８５３（５番人気）�� ５０５５（８番人気）�� ８５２（３７番人気）
３連複票数 計 ４３６９７６ 的中 ��� ３９８５（３０番人気）
３連単票数 計 ７４５７７５ 的中 ��� ２４１６（６７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．７―１２．６―１２．５―１２．０―１２．１―１２．３―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．１―３６．７―４９．２―１：０１．２―１：１３．３―１：２５．６―１：３７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３７．０
１
３
６（５，３，９）１５（１，１１）（４，８）（２，１４）１０，１３，７，１６－１２
６，３（５，１１，９）（１，１５）－４（８，１４）２－１３－７（１６，１０）－１２

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカミング �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２０１０．７．１８ 新潟３着

２００８．４．１１生 牡３栗 母 マルターズブリーズ 母母 ソ ヨ カ ゼ １３戦１勝 賞金 １７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メジロハイデン号は，平成２３年７月２６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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シンボリストーム号・タイタン号



１９０４３ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００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 ９２０，０００
９２０，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．２
１：４１．７

不良

不良

５５ オースミマリオン 牡４栗 ５７ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４８２＋ ２１：４６．１ １．７�

２２ メイショウエバモア 牡４芦 ５７ 荻野 琢真松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５１４－１４１：４６．８４ ６．２�
４４ セトノメジャー 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４９４＋ ２１：４６．９� ４．５�
３３ ナンヨースラッガー 牡４芦 ５７ 吉田 隼人中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０２－ ２ 〃 アタマ ４１．５�
８１０ デルマインドラ 牡３鹿 ５４ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ５４０± ０ 〃 同着 ３３．１�
６７ ミッキーレモン 牝３鹿 ５２ 三浦 皇成野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４７４＋ ６１：４７．５３� １０．８	
１１ ユメミルテーラー 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４７０＋ ２１：４７．９２� ４５．３

８１１� バンブーキャプテン 牡５栗 ５７

５４ ▲水口 優也篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４８４＋ ８１：４８．２２ ５５６．５�
７９ ランドオウジ 牡５鹿 ５７ 松田 大作木村 昌三氏 本間 忍 門別 日西牧場 ４９８＋ ２１：４８．４� １１．３�
６６ ベルモントダイヤ 牝５黒鹿５５ 津村 明秀 ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５１４＋１８１：５１．７大差 ２９６．１�
７８ イッキカセイ 牡３黒鹿５４ 小林 徹弥内藤 好江氏 浅野洋一郎 青森 織笠 時男 ４５０－ ２１：５１．９� ４３８．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，６５５，２００円 複勝： ３１，５４０，１００円 枠連： ６，１３７，４００円

馬連： ２８，４８８，７００円 馬単： ２５，６８９，４００円 ワイド： １３，３３６，１００円

３連複： ３６，８９４，３００円 ３連単： ８５，１２９，２００円 計： ２４４，８７０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（２－５） ６７０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １５０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� ２，７３０円

票 数

単勝票数 計 １７６５５２ 的中 � ８５３０１（１番人気）
複勝票数 計 ３１５４０１ 的中 � １７１９４２（１番人気）� ２４９７３（３番人気）� ４９８６５（２番人気）
枠連票数 計 ６１３７４ 的中 （２－５） ６８５１（２番人気）
馬連票数 計 ２８４８８７ 的中 �� ３２１５９（２番人気）
馬単票数 計 ２５６８９４ 的中 �� １９９８５（３番人気）
ワイド票数 計 １３３３６１ 的中 �� １０２１２（２番人気）�� ２８５８７（１番人気）�� ９３０９（４番人気）
３連複票数 計 ３６８９４３ 的中 ��� ４３６２１（１番人気）
３連単票数 計 ８５１２９２ 的中 ��� ２３０７４（４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１２．６―１２．７―１２．７―１２．４―１２．５―１２．２―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―３０．８―４３．５―５６．２―１：０８．６―１：２１．１―１：３３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミマリオン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００９．１２．１２ 阪神１０着

２００７．４．１０生 牡４栗 母 ラインレジーナ 母母 シンコウエンジェル １２戦３勝 賞金 ２８，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルモントダイヤ号・イッキカセイ号は，平成２３年７月２６日まで平地競走に出走できない。
※イッキカセイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１９０４４ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０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

１：０８．０
１：０６．５

良

良

７１０ インテグラルヘッド 牡４栗 ５７ 的場 勇人 �サンデーレーシング 的場 均 安平 追分ファーム ５１２＋ ２１：０９．５ ６．５�

３３ フィドルプレイヤー 牝４栗 ５５ 丸山 元気下河�行雄氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 ４８８＋ ８１：０９．８１� ６．４�
５７ スナークチェリー 牝４栗 ５５ 川島 信二杉本仙次郎氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４４４± ０ 〃 クビ １２．７�
８１２ メイショウナナボシ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ６１：０９．９クビ ３．２�
４５ ロードハリアー 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ４．５	
６９ ス ワ ッ ト 牡４栗 ５７ 津村 明秀首藤 徳氏 武市 康男 日高 浜本 幸雄 ４６２＋１４ 〃 ハナ １２．４

８１３� エベレストオー 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B４８６－ ２１：１０．１１� １２．８�
１１ ロスヴィータ 牝４栃栗 ５５

５２ ▲西村 太一岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２ 〃 クビ ６５．１�
４４ � バンダムレクス 牡６黒鹿５７ 柴山 雄一山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４６４＋２２ 〃 ハナ ９．１
５６ ポルタノーヴァ 牝５栗 ５５ 荻野 琢真岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 庄野牧場 ４７８＋ ２１：１０．３１� ２９９．２�
２２ メジロブラボー 牝５芦 ５５ 松田 大作岩� 伸道氏 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４７０－ ２１：１０．５� ５７．４�
６８ オウケンウッド 牡３芦 ５４ 藤岡 佑介福井 明氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２１：１０．６� ３６．６�
７１１ ヨシインゾーン 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 ヒノデファーム B４８２－ ２１：１０．７� ２２９．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，９６８，９００円 複勝： ２０，９８８，０００円 枠連： ８，４１６，５００円

馬連： ２９，１３２，７００円 馬単： ２２，７１４，１００円 ワイド： １３，５４９，１００円

３連複： ４１，３８３，９００円 ３連単： ７１，３８８，９００円 計： ２２１，５４２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２４０円 � ２６０円 � ３６０円 枠 連（３－７） ２，５３０円

馬 連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ５，３００円

ワ イ ド �� ９５０円 �� １，２９０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ７，１８０円 ３ 連 単 ��� ４３，０１０円

票 数

単勝票数 計 １３９６８９ 的中 � １７０８７（４番人気）
複勝票数 計 ２０９８８０ 的中 � ２５３９６（３番人気）� ２２４６８（５番人気）� １４１５４（７番人気）
枠連票数 計 ８４１６５ 的中 （３－７） ２４６４（１２番人気）
馬連票数 計 ２９１３２７ 的中 �� ８７８８（１１番人気）
馬単票数 計 ２２７１４１ 的中 �� ３１６７（２５番人気）
ワイド票数 計 １３５４９１ 的中 �� ３５７０（１１番人気）�� ２５６３（２２番人気）�� ３４７０（１３番人気）
３連複票数 計 ４１３８３９ 的中 ��� ４２５９（３０番人気）
３連単票数 計 ７１３８８９ 的中 ��� １２２５（１７８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１０．９―１１．６―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．５―４５．１―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３６．０
３ ３（５，１０）（４，１３）１，６（９，７）（８，１１）１２，２ ４ ・（３，５）１０（４，１３）７（１，９）（６，１１）８（２，１２）

勝馬の
紹 介

インテグラルヘッド �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Integra デビュー ２００９．６．２８ 福島７着

２００７．５．１４生 牡４栗 母 インテグレート 母母 Vitscay ９戦２勝 賞金 １８，７００，０００円



１９０４５ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５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
１：４１．７

不良

不良

８１３ パレスミサイル �６黒鹿５７ 小林 徹弥坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４９２－１６１：４６．３ ３．３�

６９ トミケンプライマリ 牝５栗 ５５ 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 平成ファーム ４７２＋ ８ 〃 クビ ２１．５�
５６ ショウナンアリビオ 牡３栗 ５４ 丸山 元気国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８２－ ４１：４７．３６ ４．１�
７１１ ヴィーヴァレジーナ 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４１８－１４１：４７．４� ２０．３�
１１ � ダノンゲットウィン 牡４鹿 ５７ 松田 大作�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６８＋ ９ 〃 ハナ １１．０�
４５ シルクリンカーン 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３４－ ２１：４７．６１� １６．３�
４４ � ウインボナパルト 牡４栗 ５７ 吉田 隼人�ウイン 松山 康久 新冠 松本 信行 B４９６－ ２１：４７．８１� １２７．２	
３３ ウォーターデューク 牡３鹿 ５４ 四位 洋文山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４４８＋ ２１：４８．５４ ５．９

６８ � チリトテシャン 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４５０＋ ２１：４８．６� ３１７．７�
８１２� ジパングダマシイ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４７６＋ １ 〃 クビ ２１．９�
５７ ク ナ ン ガ ン 牝４黒鹿５５ 伊藤 直人坂田 行夫氏 斎藤 誠 日高 いとう牧場 ４８４＋ ４１：４８．９１	 １３．３
２２ ジュヌドラゴン 牡４黒鹿５７ 荻野 琢真林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８２＋１０１：４９．１１� ７８．９�
７１０ レオプラズマ 牡６芦 ５７ 的場 勇人�レオ 的場 均 平取 二風谷ファーム ４９２± ０１：５０．３７ ６．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，４０６，３００円 複勝： ２３，５６０，５００円 枠連： １０，８４８，３００円

馬連： ３８，１８５，０００円 馬単： ２７，８９０，７００円 ワイド： １８，２３７，５００円

３連複： ５７，２４９，１００円 ３連単： ９９，８２８，１００円 計： ２９２，２０５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � ３２０円 � １７０円 枠 連（６－８） ３，１１０円

馬 連 �� ３，１９０円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� ４３０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ４，２００円 ３ 連 単 ��� ２４，５９０円

票 数

単勝票数 計 １６４０６３ 的中 � ３９９８１（１番人気）
複勝票数 計 ２３５６０５ 的中 � ４２４２３（１番人気）� １５５２２（８番人気）� ４０３４０（２番人気）
枠連票数 計 １０８４８３ 的中 （６－８） ２５７８（１３番人気）
馬連票数 計 ３８１８５０ 的中 �� ８８４２（１５番人気）
馬単票数 計 ２７８９０７ 的中 �� ４４３６（１７番人気）
ワイド票数 計 １８２３７５ 的中 �� ３５６７（１７番人気）�� １１６０５（１番人気）�� ３３４３（１９番人気）
３連複票数 計 ５７２４９１ 的中 ��� １００８３（１１番人気）
３連単票数 計 ９９８２８１ 的中 ��� ２９９７（６４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．１―４２．６―５５．５―１：０８．１―１：２０．８―１：３３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．２
１
３
１２，１－１０，６，１３（４，１１）９（２，５）－７，８，３
１２，１－（６，１０，１３）－９（４，１１）５（８，２）－（７，３）

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

勝馬の
紹 介

パレスミサイル �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００７．１１．２４ 中京８着

２００５．４．１８生 �６黒鹿 母 マルゼンミケーラ 母母 ニアリーウェッド １４戦２勝 賞金 ３１，８０２，０００円

１９０４６ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第１０競走 ��１，８００�
ゆ う ら っ ぷ

遊 楽 部 特 別
発走１４時４０分 （芝・右）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．０
１：４４．１

良

良

２２ クリスマスキャロル 牝４栗 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４２２－ ４１：４９．４ １２．４�

４４ メジロオードリー 牝４鹿 ５５ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ ４．０�
８１３ コスモバタフライ 牝３黒鹿５２ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４５０＋１０１：４９．５クビ ６２．１�
１１ サクラシオン 牝３鹿 ５２ 三浦 皇成�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４９０＋ ４１：４９．６� ２．６�
８１２ ヒダカアルテミス 牝３栗 ５２ 柴山 雄一�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４７４± ０１：４９．８１� ８１．９�
４５ インダクティ 牝３黒鹿５２ 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 ３８６± ０１：４９．９� ３６．３	
５６ デ ィ オ ー サ 牝４青鹿５５ 丸山 元気伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 ４８０＋１８ 〃 ハナ ３．４

６９ ビービーバカラ 牝３鹿 ５２ 勝浦 正樹�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４５２＋１２１：５０．０� ４７．６�
７１１ ビーチパーティー 牝４芦 ５５ 川島 信二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：５０．１� ３１．９�
３３ セイピーシーズ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４５８＋ ２ 〃 ハナ １４４．６
５７ イ オ ス 牝４鹿 ５５ 上村 洋行吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B４３０－１４１：５０．２クビ １０．４�
７１０ ヤマニンミュゼット 牝４青鹿５５ 宮崎 北斗土井 肇氏 新開 幸一 新冠 錦岡牧場 ４４８＋１２１：５０．３� ２６６．５�
６８ アンナドンナ 牝３栗 ５２ 古川 吉洋吉田 千津氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４１０＋ ８１：５０．５１ ４７．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，７８７，２００円 複勝： ２８，５６６，９００円 枠連： １２，６０８，５００円

馬連： ５２，５７９，５００円 馬単： ３８，８８７，２００円 ワイド： ２１，２７７，０００円

３連複： ６８，２９０，５００円 ３連単： １３４，９９８，９００円 計： ３７９，９９５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ３００円 � １６０円 � ９７０円 枠 連（２－４） ２，４９０円

馬 連 �� ２，７２０円 馬 単 �� ６，７５０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ６，３４０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� ３５，２００円 ３ 連 単 ��� ２１１，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２２７８７２ 的中 � １４５０７（５番人気）
複勝票数 計 ２８５６６９ 的中 � ２３５１８（５番人気）� ６１２８９（２番人気）� ５８８９（１１番人気）
枠連票数 計 １２６０８５ 的中 （２－４） ３７４３（８番人気）
馬連票数 計 ５２５７９５ 的中 �� １４３１４（９番人気）
馬単票数 計 ３８８８７２ 的中 �� ４２５６（２１番人気）
ワイド票数 計 ２１２７７０ 的中 �� ７３０６（７番人気）�� ７９５（４７番人気）�� ２１９３（２７番人気）
３連複票数 計 ６８２９０５ 的中 ��� １４３２（８５番人気）
３連単票数 計１３４９９８９ 的中 ��� ４７０（４３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３６．５―４９．２―１：０１．５―１：１３．７―１：２５．７―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

クリスマスキャロル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１１．７ 京都３着

２００７．４．８生 牝４栗 母 クリスマスツリー 母母 オークツリー １０戦２勝 賞金 ２２，１５７，０００円



１９０４７ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�函館日刊スポーツ杯

発走１５時２０分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．６．２６以降２３．６．１９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道日刊スポーツ新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．０
１：０６．５

良

良

６８ エンシャントアーツ 牝６栗 ５０ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 新開 幸一 静内 大典牧場 ４７６－ ６１：０８．８ ７４．２�

５６ ティムガッド 牡７鹿 ５５ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 上原 博之 門別 サンシャイン
牧場 ４９８＋ ２１：０９．０１� ５．３�

７１１ エ ス カ ー ダ 牡４青鹿５５ 宮崎 北斗山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ７．４�
１１ キョウエイアシュラ 牡４鹿 ５８．５ 藤岡 佑介田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ４．１�
２２ リキサンシンオー �５栗 ５６ 四位 洋文 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７８－１８１：０９．２１� ２．９�
４４ ミスベルツリー 牝５栗 ５２ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－ ６１：０９．３� １４．２�
３３ ラヴインザダーク 牝５鹿 ５１ 吉田 隼人�大樹ファーム 高橋 祥泰 新冠 パカパカ

ファーム ４５８＋ ８１：０９．５１� ２５．６	
８１３	 メ タ リ ッ ク 牡７芦 ５３ 丸山 元気�ターフ・スポート武市 康男 浦河 ミルファーム B４７２－ ４ 〃 クビ ３９．５

４５ ローブドヴルール 牝５鹿 ５２ 柴山 雄一�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４９０＋ ４１：０９．７１ ２０．９�
５７ モ モ フ ク 牝６栗 ５２ 川島 信二大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４７６－ ２ 〃 ハナ １３．４�
７１０ ウインキングストン 牡６栗 ５５ 三浦 皇成ウイン 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 ５０２－ ４１：０９．８
 １６．１�
６９ クリノサンデーママ 牝５栗 ５０ 西村 太一栗本 博晴氏 星野 忍 浦河 本巣 敦 ４５０＋ ８ 〃 クビ １５０．０�
８１２	 シチリアーナ 牝６黒鹿５１ 上村 洋行岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６０＋ ４１：０９．９クビ ７７．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，７５２，７００円 複勝： ３８，２９６，７００円 枠連： ２５，２８８，２００円

馬連： １１３，２２６，１００円 馬単： ７７，８４６，８００円 ワイド： ３７，９７４，０００円

３連複： １５５，４７３，８００円 ３連単： ３１０，１９５，５００円 計： ７８７，０５３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，４２０円 複 勝 � １，０２０円 � １８０円 � ２５０円 枠 連（５－６） ６，２３０円

馬 連 �� １９，２７０円 馬 単 �� ５２，６６０円

ワ イ ド �� ４，３５０円 �� ６，６１０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ４０，５９０円 ３ 連 単 ��� ４４５，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２８７５２７ 的中 � ３０５６（１１番人気）
複勝票数 計 ３８２９６７ 的中 � ７４９４（１１番人気）� ７２７６６（２番人気）� ４０６４３（４番人気）
枠連票数 計 ２５２８８２ 的中 （５－６） ２９９８（２１番人気）
馬連票数 計１１３２２６１ 的中 �� ４３３８（４４番人気）
馬単票数 計 ７７８４６８ 的中 �� １０９１（９８番人気）
ワイド票数 計 ３７９７４０ 的中 �� ２０８９（４５番人気）�� １３６６（５７番人気）�� １３６８２（６番人気）
３連複票数 計１５５４７３８ 的中 ��� ２８２７（１０６番人気）
３連単票数 計３１０１９５５ 的中 ��� ５１４（８２３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．２―１１．４―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３４．０―４５．４―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．８
３ ８，１１（６，１３）－９，１（４，７，１２）２，５（３，１０） ４ ８，１１（６，１３）－（１，９）１２（２，４，７）（３，５）１０

勝馬の
紹 介

エンシャントアーツ �
�
父 Maria’s Mon �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００８．１．２６ 京都１１着

２００５．２．６生 牝６栗 母 エンシャントゴールド 母母 Ocean Cat ３２戦３勝 賞金 ３３，４６７，０００円
［他本会外：１戦１勝］

１９０４８ ６月２６日 晴 良 （２３函館１）第４日 第１２競走 ��２，０００�
が ぎ ゅ う ざ ん

臥 牛 山 特 別
発走１６時００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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４４ リッツィースター �４鹿 ５７ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４８０－ ６２：０２．８ １２９．５�

２２ フェアリーレイ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８８＋２２２：０２．９� ６１．２�
５５ ポケッタブルゲーム �６栗 ５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４６４± ０２：０３．０� １３．３�
３３ ベルウッドゼウス 牡５鹿 ５７ 岩部 純二坂田 行夫氏 萱野 浩二 日高トヨサトアライファーム B４９８± ０ 〃 クビ ２１．２�
６７ ツルミプラチナム 牡４黒鹿５７ 丸山 元気�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４６４－ ４２：０３．１クビ ３．６�
６６ コングラチュレート 牡４鹿 ５７ 松田 大作谷田 元彦氏 須貝 尚介 新ひだか 福岡 清 ４６６＋ ２２：０３．２� ３１．０�
８１１ ヴァンダライズ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４６６＋ ２２：０３．３� ３．９	
８１０ メジロカトリーヌ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８± ０２：０３．４� ２０．０

７８ アナバティック 牡４栗 ５７ 上村 洋行金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５００－ ２２：０３．９３ ２．２�
７９ デルマプロティナ 牝４黒鹿５５ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４８４± ０２：０４．６４ ８４．０
１１ � ヒストリッドタウン �４青鹿５７ 小林 徹弥名古屋友豊� 作田 誠二 新ひだか グランド牧場 B４９２± ０２：０５．２３� ９７．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，１８１，０００円 複勝： ３１，９５５，２００円 枠連： １６，４０５，２００円

馬連： ６６，８６９，５００円 馬単： ４８，０００，３００円 ワイド： ２７，４３７，７００円

３連複： ８９，８８８，９００円 ３連単： ２０５，０２９，４００円 計： ５１２，７６７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２，９５０円 複 勝 � ２，９４０円 � １，２７０円 � ３６０円 枠 連（２－４） ２８，４９０円

馬 連 �� ５２，５６０円 馬 単 �� １３６，２５０円

ワ イ ド �� １０，５００円 �� ８，１１０円 �� ３，９３０円

３ 連 複 ��� １３９，３７０円 ３ 連 単 ��� １，３６３，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２７１８１０ 的中 � １６５５（１１番人気）
複勝票数 計 ３１９５５２ 的中 � ２６２８（１１番人気）� ６２９３（８番人気）� ２６６８９（４番人気）
枠連票数 計 １６４０５２ 的中 （２－４） ４２５（３１番人気）
馬連票数 計 ６６８６９５ 的中 �� ９３９（５０番人気）
馬単票数 計 ４８０００３ 的中 �� ２６０（１０２番人気）
ワイド票数 計 ２７４３７７ 的中 �� ６４０（４７番人気）�� ８３１（３８番人気）�� １７３１（２８番人気）
３連複票数 計 ８９８８８９ 的中 ��� ４７６（１３２番人気）
３連単票数 計２０５０２９４ 的中 ��� １１１（８２９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．４―１２．６―１２．８―１２．７―１２．３―１１．７―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．９―３６．３―４８．９―１：０１．７―１：１４．４―１：２６．７―１：３８．４―１：５０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リッツィースター �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１０．３１ 東京１３着

２００７．５．１６生 �４鹿 母 キョウエイミヤビ 母母 ダイナサマンサ １８戦２勝 賞金 ２０，９７２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 リッツィースター号の騎手宮崎北斗は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番への進路影響）

３レース目



（２３函館１）第４日 ６月２６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

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

１６９，１９０，０００円
２，１８０，０００円
３，５００，０００円
１，３８０，０００円
１５，２８０，０００円
４９，９４８，０００円
３，７７０，０００円
１，４３５，５００円

勝馬投票券売得金
２０７，３５６，５００円
３１１，９５０，１００円
１１３，７７３，６００円
４７０，０２０，５００円
３７４，６０２，０００円
２０４，８８６，９００円
６５８，６７９，７００円
１，３３３，８３０，６００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ３，６７５，０９９，９００円

総入場人員 ８，７４８名 （有料入場人員 ）


