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17013 6月16日 曇 良 （25函館1）第2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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
57．1

重
稍重

67 シルヴァーグレイス 牝3鹿 54 秋山真一郎吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B448＋ 4 59．2 5．6�
810 ヴェアリアスローズ 牝3栗 54 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 392－14 59．94 4．0�
11 クラッチブーケ 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 454－ 61：00．11� 18．4�
22 ミスワイキキ 牝3栗 54 田中 博康加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 440－ 4 〃 ハナ 37．7�
66 プリマチュチュ 牝3栗 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 有限会社武岡牧場 442－ 8 〃 クビ 3．0�
55 メイショウメロディ 牝3鹿 54 勝浦 正樹松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 浦河日成牧場 438－ 6 〃 ハナ 4．4	
811 ラストキャスケード 牝3鹿 54 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 436－101：00．2� 130．3

79 スノードロップ 牝3芦 54 丹内 祐次山口 敦広氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤沢牧場 B450－ 2 〃 クビ 63．0�
33 ラ サ イ ニ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生加藤 信之氏 土田 稔 新冠 ヒノデファーム 462－141：00．3� 18．0�
78 イニシャルダブル 牝3鹿 54 吉田 隼人 社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 412－161：00．4� 23．5�
44 シキランマン 牝3栗 54 丸田 恭介髙樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 408± 0 〃 ハナ 16．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 13，286，700円 複勝： 21，852，900円 枠連： 5，877，700円
馬連： 25，384，300円 馬単： 19，501，400円 ワイド： 14，270，300円
3連複： 38，946，400円 3連単： 66，988，300円 計： 206，108，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 150円 � 470円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，810円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 7，410円 3 連 単 ��� 33，590円

票 数

単勝票数 計 132867 的中 � 19028（4番人気）
複勝票数 計 218529 的中 � 26810（4番人気）� 52864（1番人気）� 9157（7番人気）
枠連票数 計 58777 的中 （6－8） 11184（1番人気）
馬連票数 計 253843 的中 �� 18534（4番人気）
馬単票数 計 195014 的中 �� 6399（9番人気）
ワイド票数 計 142703 的中 �� 8436（4番人気）�� 1836（24番人気）�� 3201（13番人気）
3連複票数 計 389464 的中 ��� 3879（26番人気）
3連単票数 計 669883 的中 ��� 1472（108番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―12．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．4―35．3―47．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーグレイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2013．2．2 東京3着

2010．3．4生 牝3鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 5戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 ヴェアリアスローズ号の騎手丸山元気は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

シルヴァーグレイス号の騎手秋山真一郎は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

17014 6月16日 曇 良 （25函館1）第2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 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

68 ミッキースマホ 牡3栗 56 川須 栄彦野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 472＋ 21：45．5 13．1�
69 ライフトップガン 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 480－ 41：45．6� 2．0�
813 ステージジャンプ 牡3鹿 56 三浦 皇成小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：46．34 3．7�
45 アテンファースト 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 474－ 21：46．51� 95．0�
710 セルリアンサーロス 牡3栗 56 丸田 恭介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 496－ 21：47．13� 5．5�
812 ブライトライジン 牡3栗 56 松田 大作�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 498－ 21：48．27 170．0	
33 マイネルゲイナー 牡3栗 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 久井牧場 436± 01：48．3クビ 9．0�
711 トーセンハナミズキ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 ハナ 118．1
44 ペリドットムーン 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 01：48．4� 23．8�
56 ヤマニンイリーズ 牡3栗 56 酒井 学土井 薫氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 530－101：48．72 55．2�
11 ドリームアース 牡3鹿 56 田中 博康森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 474＋ 21：49．33� 327．7�
22 ハッピードライブ 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 448± 01：50．25 135．9�
57 スターバトマーテル 牝3鹿 54 伊藤 工真�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 市川フアーム 450－14 〃 クビ 345．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，549，900円 複勝： 29，355，800円 枠連： 5，938，100円
馬連： 23，013，500円 馬単： 19，919，900円 ワイド： 12，807，900円
3連複： 34，699，400円 3連単： 66，621，900円 計： 207，906，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 280円 � 110円 � 140円 枠 連（6－6） 1，490円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 510円 �� 830円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 16，030円

票 数

単勝票数 計 155499 的中 � 9376（5番人気）
複勝票数 計 293558 的中 � 15008（5番人気）� 124160（1番人気）� 48482（2番人気）
枠連票数 計 59381 的中 （6－6） 2959（6番人気）
馬連票数 計 230135 的中 �� 11466（6番人気）
馬単票数 計 199199 的中 �� 4121（13番人気）
ワイド票数 計 128079 的中 �� 5583（7番人気）�� 3177（10番人気）�� 22061（1番人気）
3連複票数 計 346994 的中 ��� 16041（4番人気）
3連単票数 計 666219 的中 ��� 3068（46番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―30．2―43．0―55．8―1：08．4―1：20．8―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキースマホ �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．2．10 京都12着

2010．2．8生 牡3栗 母 サトルスマイル 母母 サトルチェンジ 2戦1勝 賞金 4，600，000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 ウォーターパーク号

第１回 函館競馬 第２日



17015 6月16日 曇 良 （25函館1）第2日 第3競走 ��
��1，000�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 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
57．1

重
稍重

811 カレイファンタジア 牡3鹿 56 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中村 和夫 502＋ 6 59．1 5．6�
33 ラフジェントリー 牡3黒鹿56 松田 大作今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B478± 0 〃 ハナ 2．0�
44 ポントマイコ 牝3青鹿54 川須 栄彦松本夫佐子氏 伊藤 大士 浦河 桑田牧場 418－ 2 59．2� 3．6�
67 プラチナレイン 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 474± 01：00．26 8．5�
11 ヨベルシチー 牡3黒鹿56 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 438－ 4 〃 クビ 155．4�
55 メイショウバイシ 牝3黒鹿54 荻野 琢真松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 三嶋牧場 406－ 6 〃 ハナ 24．3	
78 ハッピーリース 牡3栗 56 岩田 康誠田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 佐々木 康治 520＋ 21：00．83� 26．5

22 フレンドリーアテナ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太増山 武志氏 萱野 浩二 浦河 谷口牧場 418＋ 41：00．9� 60．9�
79 モンタージュ 牝3鹿 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420－101：01．0� 23．3�
66 クレメンタイン 牝3鹿 54 竹之下智昭岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド 418＋101：01．42� 144．0
810 オレンジフレア 牝3栗 54

52 △菱田 裕二田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 奥山 博 B384－101：02．57 31．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 15，038，400円 複勝： 29，934，700円 枠連： 7，315，400円
馬連： 26，679，000円 馬単： 23，966，200円 ワイド： 13，879，100円
3連複： 40，016，400円 3連単： 78，436，000円 計： 235，265，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連（3－8） 410円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 210円 �� 360円 �� 160円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 5，620円

票 数

単勝票数 計 150384 的中 � 21384（3番人気）
複勝票数 計 299347 的中 � 38224（3番人気）� 88275（2番人気）� 90600（1番人気）
枠連票数 計 73154 的中 （3－8） 13318（2番人気）
馬連票数 計 266790 的中 �� 43560（2番人気）
馬単票数 計 239662 的中 �� 13818（5番人気）
ワイド票数 計 138791 的中 �� 16683（2番人気）�� 7785（5番人気）�� 25395（1番人気）
3連複票数 計 400164 的中 ��� 51065（2番人気）
3連単票数 計 784360 的中 ��� 10316（13番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．8―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 3，4，5（2，9，11）10，1，7，8，6 4 3－4－（5，11）9，2－1，7（8，10，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カレイファンタジア �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．12．23 中山4着

2010．5．11生 牡3鹿 母 プリンセスリーベ 母母 プリンセスデリーデ 2戦1勝 賞金 5，700，000円

17016 6月16日 曇 良 （25函館1）第2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 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

815 ジェイケイネオ 牡3青鹿56 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 476－ 41：59．7 13．1�
12 リメインサイレント 牝3鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 490＋12 〃 ハナ 9．5�
36 アンバードリーム 牝3黒鹿54 三浦 皇成髙橋 大氏 小島 茂之 安平 追分ファーム 478－ 22：00．44 11．8�
47 ヴェイパーコーン 牡3栗 56 勝浦 正樹 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B512－ 4 〃 ハナ 14．4�
24 プロミネントロール 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 528＋ 82：00．93 1．6	
11 ヤギリハーツ 牡3鹿 56 木幡 初広内田ヤエ子氏 高橋 義博 平取 稲原牧場 466＋ 22：01．64 28．0

713 シャイニーデイズ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 476± 0 〃 クビ 16．3�
23 ミストラルシャワー 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム 472＋ 22：01．91� 127．5�
816 ミストフェリーズ 牡3栗 56 丸山 元気 �キャロットファーム 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 02：02．32� 13．4
612 サマーキララ 牝3栗 54

52 △菱田 裕二セゾンレースホース� 中村 均 日高 日高大洋牧場 418± 02：02．4� 97．5�
611 デスティニーシチー 牡3栗 56 北村 友一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 464＋ 62：03．35 16．3�
35 トウケイポイント 牡3芦 56 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 502－ 42：03．51	 49．1�
510 エアディジョン 牡3栗 56 吉田 隼人 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 456 ― 〃 クビ 130．1�
59 エーティーダンガン 牡3青鹿56 古川 吉洋荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 466＋ 82：03．92� 150．4�
714 イソノジャパン 牡3鹿 56 酒井 学磯野 俊雄氏 野村 彰彦 浦河トラストスリーファーム 510＋ 42：05．07 401．1�
48 デビルズキング 牡3栗 56 川須 栄彦安原 浩司氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B526－ 42：08．0大差 381．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，153，200円 複勝： 40，547，600円 枠連： 9，672，200円
馬連： 28，223，400円 馬単： 24，125，100円 ワイド： 18，132，500円
3連複： 43，378，000円 3連単： 81，233，100円 計： 265，465，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 370円 � 380円 � 380円 枠 連（1－8） 1，570円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 13，630円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，610円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 13，640円 3 連 単 ��� 99，100円

票 数

単勝票数 計 201532 的中 � 12175（4番人気）
複勝票数 計 405476 的中 � 29154（2番人気）� 28356（3番人気）� 28119（4番人気）
枠連票数 計 96722 的中 （1－8） 4575（7番人気）
馬連票数 計 282234 的中 �� 4124（12番人気）
馬単票数 計 241251 的中 �� 1307（28番人気）
ワイド票数 計 181325 的中 �� 3169（12番人気）�� 2741（14番人気）�� 4489（9番人気）
3連複票数 計 433780 的中 ��� 2348（34番人気）
3連単票数 計 812331 的中 ��� 605（270番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―12．3―12．6―12．5―12．0―12．1―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．9―34．4―46．7―59．3―1：11．8―1：23．8―1：35．9―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイネオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2012．7．1 函館2着

2010．2．25生 牡3青鹿 母 ジェイケイクリス 母母 ジェイケイコマンダ 9戦1勝 賞金 12，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デビルズキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月16日まで平地

競走に出走できない。
イソノジャパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月16日まで平地競
走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミスズブライアンズ号



17017 6月16日 曇 良 （25函館1）第2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
1：09．5
1：07．8

良
良

89 オールパーパス 牡2栗 54 岩田 康誠前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460 ―1：09．8 3．5�

33 ツクバジャパン 牡2芦 54 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 516 ―1：10．01 4．1�
78 メジャースタイル 牡2黒鹿54 北村 友一有限会社シルク佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486 ―1：10．31� 6．6�
11 チ ュ ロ 牝2黒鹿54 木幡 初広エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 468 ―1：10．4� 21．1�
66 コスモエルデスト 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 鳥井 征士 422 ―1：10．82� 12．1�
44 ジェイケイニュース 牡2栗 54 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 450 ―1：11．01� 9．2	
77 マーメイドドレス 牝2栗 54 三浦 皇成 �スピードファーム武藤 善則 新冠 小泉 学 436 ―1：11．42� 70．6

22 クリノエビスジン 牡2鹿 54 松岡 正海栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 482 ―1：11．61	 103．0�
810 クラシックヤンキー 牡2黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 484 ―1：11．81� 37．8�
55 キ ャ ン バ ス 牡2栗 54 四位 洋文水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 482 ―1：13．410 3．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，572，100円 複勝： 22，061，600円 枠連： 6，181，300円
馬連： 26，386，600円 馬単： 20，946，900円 ワイド： 12，320，300円
3連複： 33，789，000円 3連単： 68，274，200円 計： 209，532，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 150円 � 260円 枠 連（3－8） 600円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 320円 �� 560円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 11，740円

票 数

単勝票数 計 195721 的中 � 44997（1番人気）
複勝票数 計 220616 的中 � 45256（3番人気）� 46216（1番人気）� 16909（6番人気）
枠連票数 計 61813 的中 （3－8） 7644（2番人気）
馬連票数 計 263866 的中 �� 27783（3番人気）
馬単票数 計 209469 的中 �� 10970（3番人気）
ワイド票数 計 123203 的中 �� 10534（3番人気）�� 5356（6番人気）�� 2702（16番人気）
3連複票数 計 337890 的中 ��� 8669（10番人気）
3連単票数 計 682742 的中 ��� 4293（38番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．3―11．4―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．8―46．2―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールパーパス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2011．3．20生 牡2栗 母 ストラテジー 母母 クイーンリザーブ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17018 6月16日 曇 良 （25函館1）第2日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

44 トランザムスター 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 558＋ 61：46．3 1．9�

68 ペプチドウインド 牡3鹿 56 川島 信二沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 454－12 〃 クビ 13．6�
45 ユ ウ ヅ キ 牝3鹿 54 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 444＋ 61：46．51� 29．4�
57 スリーヨーク 牡3鹿 56 三浦 皇成永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462－ 21：47．24 5．1�
812 ヒキャクノアシ 牡3鹿 56 丸山 元気小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 454± 01：47．3� 9．5	
56 ナオミノエガオ 牝3栗 54 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468± 01：47．51 5．3

33 ハギノエルドラド 牡3鹿 56 川須 栄彦安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 440＋101：47．71� 22．9�
711 エルフショット �3青鹿56 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 474± 0 〃 アタマ 22．5�
22 カシノハッピー 牡3栗 56 田中 博康柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B436－101：47．91� 103．1
710 ファットタイム 牡3栗 56 津村 明秀阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 対馬 正 484＋141：49．07 41．1�
69 ヤマイチコンコルド 牡3鹿 56 松山 弘平坂本 肇氏 大江原 哲 森 笹川大晃牧場 B462－121：49．1クビ 142．3�
813 フクノアトリア 牝3鹿 54 松岡 正海福島 実氏 伊藤 伸一 浦河 木村牧場 B468－ 21：51．1大差 212．4�

（12頭）
11 エーシンゴーゴー 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二�栄進堂 松元 茂樹 安平 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，702，900円 複勝： 23，615，700円 枠連： 8，342，300円
馬連： 23，459，400円 馬単： 19，303，600円 ワイド： 14，154，600円
3連複： 34，903，600円 3連単： 64，654，400円 計： 207，136，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 330円 � 410円 枠 連（4－6） 1，130円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 460円 �� 790円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 21，450円

票 数

単勝票数 計 187029 的中 � 78113（1番人気）
複勝票数 計 236157 的中 � 63168（1番人気）� 15756（5番人気）� 12130（7番人気）
枠連票数 計 83423 的中 （4－6） 5462（4番人気）
馬連票数 計 234594 的中 �� 15318（4番人気）
馬単票数 計 193036 的中 �� 8762（5番人気）
ワイド票数 計 141546 的中 �� 8268（4番人気）�� 4439（11番人気）�� 1110（31番人気）
3連複票数 計 349036 的中 ��� 3654（24番人気）
3連単票数 計 646544 的中 ��� 2225（66番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．5―43．2―55．6―1：08．0―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4F50．7―3F38．3
1
3
5，6（4，7）（3，11，9）2－8－10（12，13）・（5，6）（4，7，11）（3，8）－（2，9）10，12＝13

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

勝馬の
紹 介

トランザムスター �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Parade Marshal デビュー 2013．2．2 京都6着

2010．2．6生 牡3鹿 母 スターパレード 母母 Clerical Etoile 5戦1勝 賞金 7，900，000円
〔出走取消〕 エーシンゴーゴー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。



17019 6月16日 曇 良 （25函館1）第2日 第7競走 ��1，000�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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
57．1

重
稍重

44 メイショウフォロー 牡4鹿 57 上村 洋行松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 476＋ 8 59．2 3．3�
56 ノボプレシャス 牝4栗 55 伊藤 工真�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B462＋ 2 59．3� 40．1�
33 ケイエスキングオー 牡5鹿 57 岩田 康誠キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 B440＋ 4 59．51� 8．0�
79 モリトブイコール �5栗 57

54 ▲横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 476＋ 6 〃 アタマ 7．3�
710 スノークラフト 牝4芦 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 448± 0 〃 ハナ 42．7�
11 レ デ ィ ー 牝3鹿 52

50 △菱田 裕二浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 416－ 6 59．6クビ 4．8	
67 トミケンスプリング 牝4青鹿55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 B488＋22 〃 クビ 13．2

811 ドキドキガール 牝4鹿 55 村田 一誠藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 500－14 59．81� 22．4�
22 	 ヤルーデンス 牝4黒鹿55 津村 明秀密山 根成氏 和田 正道 新ひだか タツヤファーム 454－ 61：00．11
 66．8�
55 ハクユウリリー 牝4栗 55 吉田 隼人 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 430＋141：00．31� 54．1
68 パワフルラリマー 牝4栗 55 宮崎 北斗友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 490＋101：00．4クビ 4．5�
812 サスティナブル 牡6鹿 57 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 532＋221：01．46 17．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，841，600円 複勝： 22，804，000円 枠連： 7，903，600円
馬連： 26，036，600円 馬単： 17，021，700円 ワイド： 14，019，700円
3連複： 36，912，200円 3連単： 61，598，800円 計： 200，138，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 200円 � 1，190円 � 240円 枠 連（4－5） 5，620円

馬 連 �� 12，600円 馬 単 �� 19，450円

ワ イ ド �� 3，680円 �� 680円 �� 5，500円

3 連 複 ��� 33，850円 3 連 単 ��� 200，270円

票 数

単勝票数 計 138416 的中 � 33886（1番人気）
複勝票数 計 228040 的中 � 36061（2番人気）� 3920（12番人気）� 27146（5番人気）
枠連票数 計 79036 的中 （4－5） 1039（18番人気）
馬連票数 計 260366 的中 �� 1526（35番人気）
馬単票数 計 170217 的中 �� 646（62番人気）
ワイド票数 計 140197 的中 �� 909（36番人気）�� 5447（9番人気）�� 605（50番人気）
3連複票数 計 369122 的中 ��� 805（96番人気）
3連単票数 計 615988 的中 ��� 227（532番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．4―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウフォロー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 シャーディー デビュー 2011．12．18 阪神6着

2009．3．17生 牡4鹿 母 ココニサチアリ 母母 マ リ キ ー タ 13戦3勝 賞金 20，900，000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 テイエムチャンス号

17020 6月16日 曇 良 （25函館1）第2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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

48 � ユールフェスト 牝4青鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey B460＋ 61：08．1 15．0�
816 ストレイトガール 牝4鹿 55 岩田 康誠廣崎 玲子氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 460＋22 〃 クビ 2．2�
47 アドマイヤサブリナ 牝3芦 52 秋山真一郎近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 420－141：08．52	 13．8�
612 メジャーミノル 牡3栗 54 松田 大作吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 484－ 21：08．82 15．4�
23 マカゼコイカゼ 牝3鹿 52 竹之下智昭國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 426± 01：08．9クビ 14．0�
59 ニシノカチヅクシ 牡4黒鹿57 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 490－ 61：09．0
 14．6	
510 キ ー パ ッ プ 牝4鹿 55

53 △菱田 裕二辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 2 〃 クビ 6．9


24 ヨドノグレイス 牝4鹿 55 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 434＋ 6 〃 ハナ 27．2�
12 � ハイエストクライム 牡6鹿 57 丸山 元気前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm 518－ 61：09．21 23．0�
36 � ミッドナイトリバー 牝4鹿 55 吉田 隼人小林 薫氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 426－ 71：09．3
 46．8
713� ウェルトレインド �4鹿 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新冠 村本牧場 462＋ 4 〃 ハナ 552．6�
11 ドリームバラード 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 和生ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B448－ 41：09．4クビ 44．9�
35 レヴァンタール �4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 444＋ 41：09．61 5．8�
611� マコトアルカディア 牝4鹿 55 丹内 祐次尾田左知子氏 岩戸 孝樹 日高 白井牧場 404＋ 21：09．7
 159．5�
714 カルトマリーヌ 牝6鹿 55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 460＋121：10．01
 75．2�
815� マヤノポルカ 牝4鹿 55 小林 徹弥田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 B406－221：10．74 473．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，565，000円 複勝： 28，363，500円 枠連： 12，013，700円
馬連： 35，129，200円 馬単： 23，821，900円 ワイド： 19，212，400円
3連複： 49，876，900円 3連単： 84，781，400円 計： 272，764，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 370円 � 150円 � 320円 枠 連（4－8） 850円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，820円 �� 740円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 45，640円

票 数

単勝票数 計 195650 的中 � 10309（7番人気）
複勝票数 計 283635 的中 � 16729（8番人気）� 68267（1番人気）� 20155（5番人気）
枠連票数 計 120137 的中 （4－8） 10530（3番人気）
馬連票数 計 351292 的中 �� 20137（3番人気）
馬単票数 計 238219 的中 �� 4316（11番人気）
ワイド票数 計 192124 的中 �� 9093（3番人気）�� 2454（24番人気）�� 6492（6番人気）
3連複票数 計 498769 的中 ��� 5702（18番人気）
3連単票数 計 847814 的中 ��� 1371（125番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．4―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―44．9―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ユールフェスト �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Best Western デビュー 2012．3．4 阪神9着

2009．9．12生 牝4青鹿 母 High Honour 母母 The Cloisters 8戦2勝 賞金 13，970，000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） 2頭 ヘンゲンジザイ号・マンボマーチ号



17021 6月16日 曇 良 （25函館1）第2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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

56 ハギノコメント 牡4鹿 57
54 ▲横山 和生日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 484＋ 81：46．1 7．7�

44 レッドフォルツァ 牡4鹿 57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 496＋10 〃 クビ 13．4�
57 アポロダッシュ 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 462＋121：46．31� 2．0�
45 ラ グ ナ ロ ク �7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 B484－ 21：46．93� 149．9�
711 シルクラングレー 牡4栗 57 竹之下智昭有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム 496＋ 81：47．11� 9．2�
22 	 ラ ン ド ル ト 牡4鹿 57 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－ 41：47．31� 7．6	
11 エアラーテル 牡4栗 57 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 462＋ 21：47．4� 10．4

812 ジョーラプター 牡4鹿 57 松山 弘平上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 472－ 81：47．61� 18．9�
69 スタンドバイミー 牡4鹿 57 北村 友一石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 456＋ 4 〃 アタマ 25．3�
68 エスペランサシチー 牡4芦 57 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 B492－ 4 〃 クビ 61．6
710 マイネルドメニカ 牡4栗 57

55 △菱田 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 506＋201：48．13 203．1�

33 オズフェスト 牡5芦 57 伊藤 工真�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 496－121：48．2� 33．3�
813 グロシュラライト 牡3黒鹿54 藤田 伸二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 450＋ 81：49．15 20．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，224，900円 複勝： 37，804，200円 枠連： 11，486，200円
馬連： 41，686，000円 馬単： 30，362，400円 ワイド： 23，071，200円
3連複： 62，973，500円 3連単： 113，109，000円 計： 344，717，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 300円 � 130円 枠 連（4－5） 860円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 410円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 20，370円

票 数

単勝票数 計 242249 的中 � 24984（3番人気）
複勝票数 計 378042 的中 � 32967（5番人気）� 26416（7番人気）� 105149（1番人気）
枠連票数 計 114862 的中 （4－5） 9917（4番人気）
馬連票数 計 416860 的中 �� 10506（11番人気）
馬単票数 計 303624 的中 �� 3959（18番人気）
ワイド票数 計 230712 的中 �� 4955（14番人気）�� 14790（4番人気）�� 10325（6番人気）
3連複票数 計 629735 的中 ��� 17042（9番人気）
3連単票数 計1131090 的中 ��� 4099（63番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―31．0―44．1―57．1―1：09．1―1：21．4―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノコメント �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．23 京都1着

2009．3．21生 牡4鹿 母 ハギノフェリーチェ 母母 フ ラ ン カ 15戦3勝 賞金 33，794，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 ウインバーディ号・サチゴロウ号・ナリタタイフーン号・ピュアダイヤモンド号

17022 6月16日 曇 良 （25函館1）第2日 第10競走 ��
��2，600�

こ ま が た け

駒 ケ 岳 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53�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：39．4
2：37．3

良
良

811 アドマイヤバラード 牡4栗 57 秋山真一郎近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋ 22：40．1 1．9�
710 ローリングストーン 牡4鹿 57 津村 明秀佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 500＋ 82：40．42 11．6�
33 スノーストーム 牡3栗 53 勝浦 正樹 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 486＋102：40．5� 6．7�
68 ルミナスレッド 牝4鹿 55 四位 洋文岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 8 〃 アタマ 8．4�
67 	 スリーヴェローチェ 牡4鹿 57 岩田 康誠永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 466＋ 42：40．71
 21．9	
812 エルヴィスバローズ 牡5鹿 57 木幡 初広猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 82：40．8クビ 37．0

22 アドマイヤトライ 牡4黒鹿57 吉田 隼人近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 ハナ 25．7�
55 イレプレイスブル 牡3黒鹿53 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 466± 02：41．01� 5．0�
11 	 カムイビスティー 牡4鹿 57 川須 栄彦備前島敏子氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 454＋ 62：41．53 169．6
79 トレードウィンド 牡3鹿 53 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋102：41．6� 42．9�
44 メイショウイッシン 牡5黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 512－ 62：41．7クビ 117．0�
56 �	 タツスティンガー 牡4鹿 56 松山 弘平 �アールエスエーカントリ鮫島 一歩 豪 Woodside Park

Stud Pty Ltd 520＋ 42：45．1大差 135．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，287，400円 複勝： 39，522，500円 枠連： 12，385，800円
馬連： 47，383，100円 馬単： 36，803，100円 ワイド： 24，437，100円
3連複： 65，310，700円 3連単： 136，444，000円 計： 386，573，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 190円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 370円 �� 310円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 6，190円

票 数

単勝票数 計 242874 的中 � 105884（1番人気）
複勝票数 計 395225 的中 � 149645（1番人気）� 35393（5番人気）� 43396（4番人気）
枠連票数 計 123858 的中 （7－8） 12992（4番人気）
馬連票数 計 473831 的中 �� 37655（4番人気）
馬単票数 計 368031 的中 �� 22001（5番人気）
ワイド票数 計 244371 的中 �� 16996（4番人気）�� 21476（3番人気）�� 6846（11番人気）
3連複票数 計 653107 的中 ��� 27978（5番人気）
3連単票数 計1364440 的中 ��� 16271（15番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．8―12．5―13．0―13．2―13．4―12．9―12．6―12．3―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．4―23．4―34．9―46．7―59．2―1：12．2―1：25．4―1：38．8―1：51．7―2：04．3―2：16．6―2：28．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤバラード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．1．5 京都3着

2009．3．14生 牡4栗 母 プロモーション 母母 アサーション 13戦3勝 賞金 39，218，000円
〔制裁〕 スリーヴェローチェ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



17023 6月16日 曇 良 （25函館1）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第20回函館スプリントステークス（ＧⅢ）

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，日本馬：3歳52�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，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

714 パ ド ト ロ ワ 牡6鹿 58 勝浦 正樹吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 536＋121：08．5 18．0�
35 シュプリームギフト 牝5青鹿54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 アタマ 12．4�
11 フォーエバーマーク 牝5鹿 54 三浦 皇成青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 510± 01：08．6	 6．4�
816 アドマイヤセプター 牝5栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 ハナ 21．2�
48 スギノエンデバー 牡5鹿 56 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460－ 41：08．7	 9．2�
24 
 マイネルエテルネル 牡3栗 52 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 470＋ 4 〃 アタマ 37．3


36 ビウイッチアス 牝4黒鹿54 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 444＋ 4 〃 ハナ 213．5�
612 ドリームバレンチノ 牡6青 59 松山 弘平セゾンレースホース	 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 492± 0 〃 同着 2．1�
12 テイエムオオタカ 牡5鹿 56 松岡 正海竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 502± 01：08．8� 4．9
713 ハ ノ ハ ノ 牡5鹿 56 酒井 学	錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 462－ 2 〃 アタマ 62．5�
510 ア フ ォ ー ド 牡5鹿 56 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 454－ 41：08．9クビ 71．5�
47 アウトクラトール 牡8鹿 56 伊藤 工真 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 ハナ 81．4�
815 エーシンホワイティ 牡6鹿 56 川須 栄彦	栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 506± 0 〃 クビ 154．1�
23 サクラアドニス 牡5黒鹿56 丸山 元気	さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 470＋ 21：09．0クビ 39．2�
59 ストークアンドレイ 牝3芦 50 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 472＋ 2 〃 クビ 50．5�
611 スプラッシュエンド 牡7栗 56 四位 洋文広尾レース	 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 504＋ 61：09．85 276．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 123，739，500円 複勝： 185，164，400円 枠連： 85，986，700円
馬連： 423，916，400円 馬単： 252，036，000円 ワイド： 173，720，800円
3連複： 661，571，500円 3連単： 1，365，832，000円 計： 3，271，967，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 520円 � 360円 � 270円 枠 連（3－7） 5，100円

馬 連 �� 9，040円 馬 単 �� 21，330円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 1，810円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 16，510円 3 連 単 ��� 162，690円

票 数

単勝票数 計1237395 的中 � 54322（6番人気）
複勝票数 計1851644 的中 � 86351（6番人気）� 134874（5番人気）� 198764（3番人気）
枠連票数 計 859867 的中 （3－7） 12452（17番人気）
馬連票数 計4239164 的中 �� 34621（27番人気）
馬単票数 計2520360 的中 �� 8721（57番人気）
ワイド票数 計1737208 的中 �� 15198（30番人気）�� 23683（19番人気）�� 35936（11番人気）
3連複票数 計6615715 的中 ��� 29579（52番人気）
3連単票数 計13658320 的中 ��� 6196（406番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．6―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―45．7―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ド ト ロ ワ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2009．11．29 京都3着

2007．4．20生 牡6鹿 母 グランパドドゥ 母母 スターバレリーナ 25戦9勝 賞金 269，888，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 スギノエンデバー号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年6月22日から平成25年
6月23日まで騎乗停止。（被害馬：15番）

〔その他〕 サクラアドニス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サクラアドニス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年7月16日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クィーンズバーン号・ビスカヤ号

17024 6月16日 曇 良 （25函館1）第2日 第12競走 ��
��1，800�

ほ く と

北 斗 特 別
発走16時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．6．16以降25．6．9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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

713 ラブイズブーシェ 牡4黒鹿57 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 464± 01：46．2 6．6�
47 ローレルソラン 牡5鹿 54 吉田 隼人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 466＋ 41：46．62� 15．7�
510 コスモバタフライ 牝5黒鹿53 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 482＋ 41：46．81� 14．1�
36 ショウナンカミング 牡5栗 54 松田 大作国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 B472－ 2 〃 クビ 59．9�
59 ニシノテキーラ 牝5鹿 54 三浦 皇成西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 470＋ 61：47．11� 6．2	
24 	 ダブルオーセブン 牡5黒鹿54 木幡 初広久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 488－ 4 〃 ハナ 31．3

714 メジロマリアン 牝7芦 51 黛 弘人岩﨑 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 494＋ 21：47．2クビ 201．1�
612 ラヴィンライフ 牡7鹿 55 秋山真一郎 �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 496－ 8 〃 アタマ 24．7�
11 クイーンリヴィエラ 牝4黒鹿54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 420＋ 81：47．3� 5．5
611 ハイタッチクイーン 牝6栗 54 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 448＋ 21：47．4� 13．3�
12 タツミリュウ 牡5栗 57 勝浦 正樹�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 498－ 6 〃 クビ 9．2�
23 ロイヤルクレスト 牡5栃栗57 津村 明秀�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 522－ 21：47．61
 41．1�
48 ゴーゴーヒュウガ 牡5鹿 54 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 460－ 41：47．81
 109．4�
816 ゼ ロ ス 牡4鹿 58 村田 一誠杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 508－ 21：47．9� 3．8�
35 ゴールドスマイル 牡5鹿 53 藤田 伸二居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 476－ 4 〃 アタマ 52．1�
815 ビービージャパン 牡4栗 57 四位 洋文�坂東牧場 千田 輝彦 新ひだか 山際 智 490＋121：50．6大差 26．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，983，100円 複勝： 58，808，000円 枠連： 25，959，800円
馬連： 85，254，300円 馬単： 48，600，800円 ワイド： 40，723，000円
3連複： 122，200，800円 3連単： 208，119，500円 計： 623，649，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 540円 � 340円 枠 連（4－7） 5，010円

馬 連 �� 5，150円 馬 単 �� 8，140円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，190円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 17，100円 3 連 単 ��� 97，340円

票 数

単勝票数 計 339831 的中 � 40995（4番人気）
複勝票数 計 588080 的中 � 75256（3番人気）� 25558（8番人気）� 45187（5番人気）
枠連票数 計 259598 的中 （4－7） 3829（22番人気）
馬連票数 計 852543 的中 �� 12240（24番人気）
馬単票数 計 486008 的中 �� 4408（34番人気）
ワイド票数 計 407230 的中 �� 5469（25番人気）�� 8647（14番人気）�� 4066（34番人気）
3連複票数 計1222008 的中 ��� 5277（64番人気）
3連単票数 計2081195 的中 ��� 1578（354番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．6―11．9―12．0―12．1―12．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―34．5―46．1―58．0―1：10．0―1：22．1―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブイズブーシェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．10．8 京都5着

2009．3．24生 牡4黒鹿 母 ロ ー リ エ 母母 ナカミシュンラン 14戦4勝 賞金 62，938，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 ローレルソラン号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻4分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビービージャパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月16日まで平地

競走に出走できない。

３レース目



（25函館1）第2日 6月16日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158頭 本 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

216，640，000円
7，080，000円
1，680，000円
19，580，000円
54，586，500円
4，337，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
341，944，700円
539，834，900円
199，062，800円
812，551，800円
536，409，000円
380，748，900円
1，224，578，400円
2，396，092，600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 6，431，223，100円

総入場人員 9，727名 （有料入場人員 8，816名）
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