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17037 6月23日 晴 良 （25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 4，600，000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

45 アドマイヤゼファー 牝3鹿 54 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444－ 41：47．6 4．4�
57 トゥザレジェンド 牝3栗 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：48．34 1．9�
22 シャトルダンサー 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 448－ 61：48．51� 10．2�
44 ブロンドヒロイン 牝3栗 54 津村 明秀 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 454＋101：49．03 16．3�
56 ヤマニンサッチェル 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 428－ 21：49．2� 26．3�
711 ルミアージュ 牝3栗 54 松田 大作 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 492－ 41：49．62� 7．7	
710 サーストンララア 牝3鹿 54 黛 弘人齊藤 宣勝氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：49．92 254．2

68 ディアリヴァル 牝3青鹿 54

52 △菱田 裕二ディアレスト 水野 貴広 新ひだか 大典牧場 B466＋201：50．32� 66．2�
69 ウイッチワンド 牝3黒鹿54 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 友田牧場 428＋121：50．93� 31．2�
812 プレシャスデイズ 牝3栗 54 三浦 皇成 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 428＋101：51．22 58．9�
33 タガノゴッデス 牝3黒鹿54 大野 拓弥八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 438＋261：52．26 89．4�
813 ミラクルセレーネ 牝3鹿 54 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 坂本牧場 448＋ 21：52．73 24．5�
11 ジューヌフルール 牝3栗 54 荻野 琢真飯田 正剛氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 510－ 21：53．23 20．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，709，000円 複勝： 22，337，700円 枠連： 7，083，500円
馬連： 25，992，000円 馬単： 21，297，900円 ワイド： 15，141，700円
3連複： 41，454，100円 3連単： 73，956，900円 計： 220，972，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 120円 � 220円 枠 連（4－5） 350円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 210円 �� 570円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 6，710円

票 数

単勝票数 計 137090 的中 � 24839（2番人気）
複勝票数 計 223377 的中 � 45282（2番人気）� 61556（1番人気）� 19487（4番人気）
枠連票数 計 70835 的中 （4－5） 15064（1番人気）
馬連票数 計 259920 的中 �� 45354（1番人気）
馬単票数 計 212979 的中 �� 15357（3番人気）
ワイド票数 計 151417 的中 �� 22052（1番人気）�� 5801（5番人気）�� 7994（4番人気）
3連複票数 計 414541 的中 ��� 23076（2番人気）
3連単票数 計 739569 的中 ��� 8140（11番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．9―12．7―13．6―13．1―12．6―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．8―42．5―56．1―1：09．2―1：21．8―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤゼファー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．7．15 函館2着

2010．2．9生 牝3鹿 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 6戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕ミラクルセレーネ号・ジューヌフルール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

7月23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。
（非抽選馬） 1頭 オクターヴ号

17038 6月23日 晴 良 （25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 4，600，000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

56 ラフジェントリー 牡3黒鹿56 三浦 皇成今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ
ネツ牧場 B476－ 2 58．8 1．6�

67 � アスターストーム 牡3鹿 56 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 米
Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

480＋10 〃 クビ 6．9�
33 � ブルーモントレー 牝3栗 54

52 △菱田 裕二�須野牧場 和田 正道 米 Fares
Farm, LLC 468＋ 2 59．11� 25．7�

22 グランデミルク 牝3黒鹿54 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新ひだか 鳥谷 勝彦 478＋ 2 〃 アタマ 5．6�
710 ヒカリマサムネ 牡3栗 56 大野 拓弥�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 460－ 2 59．31	 12．2	
68 ト ド ロ ッ ク 牡3鹿 56 上村 洋行山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 484＋ 4 59．5� 8．9

11 グランデラポール 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 絵笛牧場 476＋ 41：00．24 99．1�
79 バトルタイムレス 牝3栗 54

51 ▲横山 和生宮川 秋信氏 田島 俊明 新冠 川島牧場 440－161：00．94 248．3�
812 モストヴェルデ 牡3鹿 56 丸山 元気 キャロットファーム 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 468＋ 21：01．1� 18．9�
55 エキゾチックローズ 牝3栗 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 434－ 61：02．9大差 177．4�
44 カシノフェアリー 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 404＋221：03．32
 351．5�
811 ヤマニンサティネ 牝3青鹿 54

51 ▲城戸 義政土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 494 ―1：03．83 353．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，636，600円 複勝： 34，440，000円 枠連： 6，420，400円
馬連： 23，810，800円 馬単： 20，216，400円 ワイド： 13，787，300円
3連複： 37，052，600円 3連単： 73，901，200円 計： 226，265，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 560円 枠 連（5－6） 280円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 270円 �� 780円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 9，870円

票 数

単勝票数 計 166366 的中 � 82793（1番人気）
複勝票数 計 344400 的中 � 179851（1番人気）� 31363（4番人気）� 7551（7番人気）
枠連票数 計 64204 的中 （5－6） 17159（1番人気）
馬連票数 計 238108 的中 �� 36226（2番人気）
馬単票数 計 202164 的中 �� 18874（2番人気）
ワイド票数 計 137873 的中 �� 15337（3番人気）�� 4108（9番人気）�� 1844（17番人気）
3連複票数 計 370526 的中 ��� 8266（12番人気）
3連単票数 計 739012 的中 ��� 5531（33番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．2―34．9―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフジェントリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．1．27 中京10着

2010．3．2生 牡3黒鹿 母 カネツプリンセス 母母 プロポーション 5戦1勝 賞金 7，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エキゾチックローズ号・ヤマニンサティネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年7月23日まで平地競走に出走できない。
カシノフェアリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月23日まで平地競
走に出走できない。

第１回 函館競馬 第４日



17039 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40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
1：08．0
1：06．5

良
良

36 ハギノソフィア 牝3栗 54 吉田 隼人安岡美津子氏 鮫島 一歩 日高 天羽 禮治 472＋ 41：10．1 2．8�
48 ア ギ ャ ン ト 牝3鹿 54 竹之下智昭�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 450－ 41：10．41� 154．6�
24 ムーンメイヴン 牝3鹿 54 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 2 〃 クビ 5．2�
816 クインポルカ 牝3芦 54 松田 大作田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 440－201：10．82� 35．9�
11 リュウノヒゲ 牝3芦 54 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 462－ 2 〃 ハナ 6．3�
35 キュールエアリス 牝3青鹿54 秋山真一郎岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 442＋ 41：10．9クビ 5．5	
23 イデアリスタ �3鹿 56 大野 拓弥岡田 壮史氏 菊川 正達 平取 原田 新治 470－ 21：11．0� 143．2

59 アイティコスモス 牝3黒鹿54 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 むかわ 貞広 賢治 428± 0 〃 ハナ 5．9�
713 ルナーリンガス 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田牧場 464＋ 21：11．21� 72．2�
611 クイニーアマン 牝3栗 54 川島 信二新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 418＋ 41：11．3クビ 113．4
47 アグランディール 牝3鹿 54 田中 勝春 SKYホース組合 新開 幸一 浦河 佐々木 恵一 422＋ 61：11．4� 22．3�
12 アナザーガール 牝3栗 54 古川 吉洋薪浦 亨氏 牧田 和弥 安平 吉田 三郎 414＋ 81：11．61� 267．5�
815 マトリカリア 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 454＋ 21：11．7� 99．5�
612 スマートマリン 牝3栗 54 川須 栄彦大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 神垣 道弘 436－ 41：11．91� 65．6�
510 ホンズイーン 牝3鹿 54 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 426 ― 〃 ハナ 22．7�
714 オ リ ヴ ィ ア 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太村上 稔氏 伊藤 伸一 新ひだか キヨタケ牧場 444＋101：12．96 52．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，223，500円 複勝： 24，197，600円 枠連： 8，988，900円
馬連： 25，021，400円 馬単： 18，277，500円 ワイド： 14，401，000円
3連複： 40，575，100円 3連単： 63，859，000円 計： 209，544，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 2，670円 � 190円 枠 連（3－4） 890円

馬 連 �� 27，730円 馬 単 �� 39，910円

ワ イ ド �� 6，920円 �� 410円 �� 15，270円

3 連 複 ��� 50，930円 3 連 単 ��� 462，040円

票 数

単勝票数 計 142235 的中 � 40359（1番人気）
複勝票数 計 241976 的中 � 72431（1番人気）� 1437（15番人気）� 33219（4番人気）
枠連票数 計 89889 的中 （3－4） 7474（4番人気）
馬連票数 計 250214 的中 �� 666（44番人気）
馬単票数 計 182775 的中 �� 338（78番人気）
ワイド票数 計 144010 的中 �� 480（50番人気）�� 9903（3番人気）�� 216（77番人気）
3連複票数 計 405751 的中 ��� 588（109番人気）
3連単票数 計 638590 的中 ��� 102（797番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．0―11．8―11．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハギノソフィア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2013．1．13 京都7着

2010．1．12生 牝3栗 母 ナ ミ ビ ア 母母 Going Ashore 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 イデアリスタ号の調教師菊川正達は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。

17040 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時10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

11 ウォーターポルトス 牡3栗 56 柴山 雄一山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 500＋141：47．5 4．1�
66 メイショウエジソン 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 468± 01：47．6� 18．3�
79 メイショウバッカス 牡3鹿 56 四位 洋文松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 464＋ 41：48．23� 2．8�
78 テイエムクロジシ 牡3青 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 464＋ 4 〃 クビ 49．8�
33 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± 01：48．41� 4．4�
67 デスティニーシチー 牡3栗 56

54 △菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 464± 01：48．5クビ 16．9	
810 クリノコトノオー 牡3鹿 56 丸田 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 462＋ 41：48．92� 13．1

811 コウユーキカンタロ 牡3栗 56 小林 徹弥加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 岡元 恒雄 476＋ 41：49．21� 273．5�
44 ニホンピロホウオー 牡3黒鹿56 村田 一誠小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 B448－ 61：49．51� 5．6�
55 メイショウオニグマ 牡3黒鹿56 荻野 琢真松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 B482－ 2 〃 クビ 63．2
22 デ ル マ ベ ム 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B460＋ 81：50．35 80．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 14，472，100円 複勝： 22，965，800円 枠連： 6，131，500円
馬連： 23，296，600円 馬単： 18，778，500円 ワイド： 13，895，200円
3連複： 37，726，100円 3連単： 64，329，500円 計： 201，595，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 310円 � 150円 枠 連（1－6） 1，790円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 720円 �� 310円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 24，280円

票 数

単勝票数 計 144721 的中 � 27963（2番人気）
複勝票数 計 229658 的中 � 47238（1番人気）� 14565（6番人気）� 45043（2番人気）
枠連票数 計 61315 的中 （1－6） 2528（11番人気）
馬連票数 計 232966 的中 �� 6320（10番人気）
馬単票数 計 187785 的中 �� 2702（21番人気）
ワイド票数 計 138952 的中 �� 4536（10番人気）�� 12348（2番人気）�� 4332（11番人気）
3連複票数 計 377261 的中 ��� 7286（13番人気）
3連単票数 計 643295 的中 ��� 1956（83番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．1―12．9―13．0―12．9―12．8―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．3―43．2―56．2―1：09．1―1：21．9―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォーターポルトス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 El Prado デビュー 2013．2．17 京都6着

2010．4．5生 牡3栗 母 ウォーターポラリス 母母 Sin for Me 7戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 デスティニーシチー号の騎手菱田裕二は，2コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

50，000円。（被害馬：4番・2番）



17041 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時40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

33 ファイトバック 牡2黒鹿54 川須 栄彦宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 458 ―1：11．7 2．3�
77 � ドラゴンスパン 牡2黒鹿54 柴山 雄一窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 470 ― 〃 アタマ 6．5�
66 ヴァイサーリッター 牡2芦 54 田中 勝春 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 462 ― 〃 クビ 5．7�
88 アルマエルナト 牡2栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 448 ―1：11．8クビ 6．0�
44 コスモラヴモア 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 464 ―1：12．01� 4．7	
22 ドリームアスリート 牡2栗 54 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 坂本 春雄 448 ―1：12．42	 39．8

89 ヒ ュ ウ ガ 牡2鹿 54 古川 吉洋菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 464 ― 〃 クビ 18．8�
55 ディアエトワール 牡2栗 54 的場 勇人ディアレスト 的場 均 新ひだか 山際 智 450 ―1：12．5	 55．6�
11 モリトラッキー 牡2黒鹿 54

51 ▲横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 えりも エクセルマネジメント 504 ―1：13．77 108．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 19，823，600円 複勝： 24，576，400円 枠連： 6，523，200円
馬連： 27，190，400円 馬単： 24，622，300円 ワイド： 13，299，600円
3連複： 32，688，900円 3連単： 82，370，400円 計： 231，094，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 180円 � 160円 枠 連（3－7） 550円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 260円 �� 290円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 198236 的中 � 69731（1番人気）
複勝票数 計 245764 的中 � 73310（1番人気）� 30077（5番人気）� 36735（4番人気）
枠連票数 計 65232 的中 （3－7） 8906（3番人気）
馬連票数 計 271904 的中 �� 32318（2番人気）
馬単票数 計 246223 的中 �� 18927（2番人気）
ワイド票数 計 132996 的中 �� 13916（2番人気）�� 11793（4番人気）�� 5340（10番人気）
3連複票数 計 326889 的中 ��� 22458（4番人気）
3連単票数 計 823704 的中 ��� 16352（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．5―12．2―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．3―36．8―49．0―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．9
3 ・（5，6）7（3，9）4（2，8）－1 4 ・（5，6，7）9（3，4，8）2－1

勝馬の
紹 介

ファイトバック �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ナリタブライアン 初出走

2011．4．18生 牡2黒鹿 母 トウホープログレス 母母 シンデレラロード 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17042 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第6競走 ��
��2，600�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 4，600，000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
2：39．4
2：37．3

良
良

812 オ ム ニ バ ス 牡3青鹿56 秋山真一郎 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 468－ 62：40．2 31．4�

56 フ ロ レ ン ト 牡3黒鹿56 丸田 恭介杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ
ファーム 456－ 62：40．94 8．5�

45 ワッペンジュニア 牡3青鹿56 大野 拓弥有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 458± 02：41．22 5．6�
33 ローレルナガバナシ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ローレルレーシング 清水 英克 浦河 グランデファーム B462－ 22：41．83� 14．4�
710 シャルパンテ 牡3栗 56 上村 洋行岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 496＋ 82：42．01� 9．9�
711 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 502－ 4 〃 クビ 2．6	
11 ウインノーヴァ 牝3青鹿54 黛 弘人�ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 430＋ 42：42．2	 13．4

68 サマーキララ 牝3栗 54

51 ▲横山 和生セゾンレースホース� 中村 均 日高 日高大洋牧場 418± 02：42．52 52．6�
57 ミスズブライアンズ 牡3栗 56 松田 大作永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 462＋ 82：42．71 19．9�
44 ヤマニンイリーズ 牡3栗 56 柴山 雄一土井 薫氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 528－ 22：44．29 96．7
69 ウィングオブライト 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二 �キャロットファーム 小島 茂之 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 22：44．94 39．1�

813 イーグルモア 牡3栗 56 津村 明秀 �千葉パブリックゴ
ルフコース 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 458＋ 82：45．96 5．6�

22 ショウナンアデヤカ 牝3芦 54 川須 栄彦国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 酒井牧場 B432－12 （競走中止） 144．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 14，172，500円 複勝： 22，008，500円 枠連： 9，162，300円
馬連： 24，586，000円 馬単： 17，302，700円 ワイド： 13，711，200円
3連複： 37，290，000円 3連単： 58，846，300円 計： 197，079，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 670円 � 230円 � 220円 枠 連（5－8） 1，470円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 25，040円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 2，840円 �� 780円

3 連 複 ��� 21，350円 3 連 単 ��� 201，060円

票 数

単勝票数 計 141725 的中 � 3561（9番人気）
複勝票数 計 220085 的中 � 7145（9番人気）� 27217（4番人気）� 28900（3番人気）
枠連票数 計 91623 的中 （5－8） 4610（6番人気）
馬連票数 計 245860 的中 �� 2017（31番人気）
馬単票数 計 173027 的中 �� 510（74番人気）
ワイド票数 計 137112 的中 �� 1098（39番人気）�� 1160（38番人気）�� 4586（7番人気）
3連複票数 計 372900 的中 ��� 1289（70番人気）
3連単票数 計 588463 的中 ��� 216（538番人気）

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

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�
12．7―24．1―35．8―48．3―1：00．6―1：13．1―1：26．1―1：39．1―1：51．5―2：03．5―2：16．0―2：28．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ム ニ バ ス �
�
父 Authorized �

�
母父 Gone West デビュー 2012．8．26 新潟8着

2010．2．19生 牡3青鹿 母 キュームレイト 母母 Honoria 9戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走中止〕 ショウナンアデヤカ号は，2周目4コーナー手前で前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 イーグルモア号の騎手津村明秀は，2周目3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

ショウナンアデヤカ号の騎手川須栄彦は，2周目4コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イーグルモア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月23日まで平地競走

に出走できない。



17043 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第7競走 ��
��1，000�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 7，200，000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

33 リベルタドーレス 牡3栗 54 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 494＋ 4 58．8 8．3�
56 � マスターエクレール 牝4黒鹿55 木幡 初広�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm B520＋16 59．12 3．7�
22 トウカイチャーム 牡5栗 57 藤田 伸二内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 472－ 2 59．31	 2．4�
811 ナイスゴールド 牝4栗 55 勝浦 正樹 �ワイ・アール・シー 高橋 裕 日高 木村牧場 452－ 4 59．51 10．3�
44 フリップフロップ 牝4鹿 55 秋山真一郎吉田 哲哉氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

松田牧場 484＋12 59．6
 6．4	
812 マウントフジ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 442＋ 4 〃 アタマ 12．3

67 � サンマルグロワール 牡5鹿 57 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 592＋ 8 59．81� 142．0�
79 テイエムチャンス 牡4黒鹿57 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 470－ 41：00．0
 79．3�
11 � オ オ ミ カ ミ 牡4栃栗57 三浦 皇成幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 McKee Sta-

bles Inc. 504＋ 61：00．1	 22．4
55 チェリービスティー 牝5栗 55 川須 栄彦備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 454± 01：00．31	 31．9�
710 アリエルシチー 牝4黒鹿 55

52 ▲城戸 義政 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 新ひだか 幌村牧場 460＋191：00．51 142．5�
68 � メイショウオトコギ 4栗 57

55 △菱田 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 450－241：00．82 102．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，115，500円 複勝： 27，118，400円 枠連： 8，727，900円
馬連： 28，006，700円 馬単： 20，786，100円 ワイド： 15，340，400円
3連複： 38，683，700円 3連単： 70，826，200円 計： 229，604，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 200円 � 150円 � 120円 枠 連（3－5） 1，660円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 450円 �� 370円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 9，950円

票 数

単勝票数 計 201155 的中 � 19294（4番人気）
複勝票数 計 271184 的中 � 27051（4番人気）� 48316（2番人気）� 82168（1番人気）
枠連票数 計 87279 的中 （3－5） 3896（8番人気）
馬連票数 計 280067 的中 �� 14765（5番人気）
馬単票数 計 207861 的中 �� 4729（15番人気）
ワイド票数 計 153404 的中 �� 7496（6番人気）�� 9676（2番人気）�� 21995（1番人気）
3連複票数 計 386837 的中 ��� 25927（2番人気）
3連単票数 計 708262 的中 ��� 5255（23番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．6―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リベルタドーレス �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 Silver Charm デビュー 2012．9．16 中山2着

2010．3．4生 牡3栗 母 ソシアルチャーム 母母 プリスティン 6戦2勝 賞金 19，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※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 ワイズアンドクール号

17044 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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

813 グランプリダッシュ 牡3鹿 54 田中 勝春�グランプリ 森 秀行 日高 目黒牧場 490＋ 21：46．2 61．5�
11 ヴァンヘルシング 牡4青鹿 57

55 △菱田 裕二市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462＋201：46．3� 2．1�
812 サウスパシフィック 牡4鹿 57 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 500－121：46．51 23．4�
710 サ チ ゴ ロ ウ 牡3栗 54 柴山 雄一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 478＋ 41：47．24 16．9�
45 コスモレイラ 牝4青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム B482＋ 21：47．3クビ 21．6	
711 アルボランシー 牝5栗 55 黛 弘人 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 482± 01：47．4� 98．8

69 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 B492－ 4 〃 ハナ 5．3�
33 ゴールドルースター 牡5鹿 57 丸山 元気吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 474＋221：47．61� 27．2�
44 ミッキーバルーン 牡4栗 57 吉田 隼人野田みづき氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 488＋ 61：47．81 9．9
68 ラ グ ナ ロ ク �7黒鹿57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B484± 01：49．07 16．0�
22 ドリームピース 牡4栗 57 大野 拓弥セゾンレースホース� 松山 康久 安平 追分ファーム 486＋101：49．74 75．1�
57 デ コ レ イ ト 牝4鹿 55

52 ▲横山 和生吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 470＋101：50．02 5．1�
（12頭）

56 フィールドゴーゴー 牡3鹿 54 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 浦河 谷口牧場 524＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 15，760，700円 複勝： 24，591，900円 枠連： 10，136，300円
馬連： 26，588，200円 馬単： 18，882，500円 ワイド： 13，520，900円
3連複： 33，295，300円 3連単： 60，014，800円 計： 202，790，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，150円 複 勝 � 1，600円 � 140円 � 620円 枠 連（1－8） 1，780円

馬 連 �� 9，320円 馬 単 �� 31，040円

ワ イ ド �� 3，320円 �� 8，430円 �� 990円

3 連 複 ��� 44，760円 3 連 単 ��� 503，310円

票 数

単勝票数 差引計 157607（返還計 10279） 的中 � 2021（10番人気）
複勝票数 差引計 245919（返還計 16584） 的中 � 2906（11番人気）� 71366（1番人気）� 8203（9番人気）
枠連票数 差引計 101363（返還計 1419） 的中 （1－8） 4220（7番人気）
馬連票数 差引計 265882（返還計 51042） 的中 �� 2106（27番人気）
馬単票数 差引計 188825（返還計 31674） 的中 �� 449（70番人気）
ワイド票数 差引計 135209（返還計 25689） 的中 �� 990（30番人気）�� 384（48番人気）�� 3523（13番人気）
3連複票数 差引計 332953（返還計104320） 的中 ��� 549（92番人気）
3連単票数 差引計 600148（返還計183564） 的中 ��� 88（722番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．9―12．5―12．5―12．6―12．7―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．9―42．4―54．9―1：07．5―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

グランプリダッシュ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2013．1．26 東京5着

2010．4．25生 牡3鹿 母 グランプリムー 母母 ア ン ダ ン テ 6戦2勝 賞金 12，800，000円
〔競走除外〕 フィールドゴーゴー号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻5分遅延。



17045 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時05分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，200，000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

816 ストレイトガール 牝4鹿 55 田中 勝春廣崎 玲子氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 446－141：08．4 2．0�
59 モエレフルール 牝4黒鹿55 大野 拓弥中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 490± 01：08．82� 4．7�
48 � クロンドローリエ 牝6青鹿 55

52 ▲横山 和生 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 432± 01：09．01� 32．4�

510 アブマーシュ 牝4鹿 55 黛 弘人伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン
牧場 476＋ 81：09．1クビ 11．1�

35 タニノマイルストン 牝4栗 55 丸山 元気谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 430－ 41：09．41� 68．6�
815 ブルーピアス 牝4栗 55

53 △菱田 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 454＋ 81：09．5� 34．1	
612� アイルランドローズ 牝4栗 55 藤田 伸二細川祐季子氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 426＋ 41：09．71	 53．5

47 フィールドメジャー 牝3栗 52 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 アタマ 17．8�
36 � ア マ レ ッ ト 牝5鹿 55 津村 明秀�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 450＋ 21：09．8� 341．8�
714� マーブルメーカー 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 432＋ 61：09．9クビ 232．1
611 エレガントタイム 牝4黒鹿55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 432＋ 6 〃 クビ 33．1�
11 ヨシカワクン 牝3鹿 52 勝浦 正樹井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B454＋ 41：10．0� 7．9�
713 ネオザスティング 牝5栗 55 柴山 雄一小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 440＋121：10．1� 134．7�
23 リージェンシー 牝3鹿 52 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－ 21：10．31� 15．7�
24 ハヤブサペコチャン 牝3栗 52 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462＋ 41：10．4クビ 57．1�
12 アルレガーロ 牝4栗 55 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 B470＋141：10．72 21．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，500，200円 複勝： 39，035，700円 枠連： 16，203，100円
馬連： 46，476，900円 馬単： 34，489，900円 ワイド： 23，527，300円
3連複： 69，965，600円 3連単： 134，899，600円 計： 390，098，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 160円 � 440円 枠 連（5－8） 290円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 250円 �� 880円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 7，870円

票 数

単勝票数 計 255002 的中 � 102897（1番人気）
複勝票数 計 390357 的中 � 121910（1番人気）� 64687（2番人気）� 14521（8番人気）
枠連票数 計 162031 的中 （5－8） 41906（1番人気）
馬連票数 計 464769 的中 �� 67333（1番人気）
馬単票数 計 344899 的中 �� 36721（1番人気）
ワイド票数 計 235273 的中 �� 27702（1番人気）�� 6020（8番人気）�� 4537（15番人気）
3連複票数 計 699656 的中 ��� 17524（6番人気）
3連単票数 計1348996 的中 ��� 12656（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．7―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．4―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストレイトガール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．8．21 札幌11着

2009．3．12生 牝4鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 13戦3勝 賞金 31，794，000円

17046 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第10競走 ��
��1，800�

お く し り

奥 尻 特 別
発走14時40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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

77 ディサイファ 牡4鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 61：47．5 1．8�

66 ディーエスタイド 牡3黒鹿54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 488＋ 41：47．92� 6．0�
810 マルカファイン 牡4栗 57 松田 大作河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 514± 01：48．11	 7．8�
55 ピタゴラスコンマ 牡4鹿 57 大野 拓弥髙瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 518－ 41：48．2
 14．3�
89 ヴ ィ ジ ャ イ 牡5鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：48．3
 16．9�
33 タツストロング 牡4栗 57 秋山真一郎原 司郎氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 502＋ 61：48．4� 6．2	
44 オリバーバローズ 牡3黒鹿54 西田雄一郎猪熊 広次氏 尾形 和幸 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 21：48．71
 87．3

78 レッドヴィーヴォ 牡3黒鹿54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 448＋ 41：49．12� 11．9�

（8頭）
22 ヒカルハノハノ 牡3黒鹿54 藤田 伸二高橋 光氏 古賀 史生 登別 青藍牧場 482＋ 2 （競走除外）

11 スズカファイター 牡3鹿 54 丸山 元気永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，598，300円 複勝： 33，873，500円 枠連： 10，193，000円
馬連： 45，737，400円 馬単： 37，193，800円 ワイド： 19，014，600円
3連複： 47，577，900円 3連単： 120，372，400円 計： 339，560，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 160円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 320円 �� 280円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 5，470円

票 数

単勝票数 差引計 255983（返還計 7271） 的中 � 117600（1番人気）
複勝票数 差引計 338735（返還計 11351） 的中 � 116523（1番人気）� 29721（6番人気）� 48190（3番人気）
枠連票数 差引計 101930（返還計 7086） 的中 （6－7） 12156（3番人気）
馬連票数 差引計 457374（返還計 37533） 的中 �� 51808（4番人気）
馬単票数 差引計 371938（返還計 30354） 的中 �� 25695（4番人気）
ワイド票数 差引計 190146（返還計 21650） 的中 �� 15525（4番人気）�� 18705（3番人気）�� 4755（15番人気）
3連複票数 差引計 475779（返還計 87651） 的中 ��� 24117（7番人気）
3連単票数 差引計1203724（返還計198798） 的中 ��� 16264（16番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．0―12．4―12．5―12．2―11．7―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―35．7―48．1―1：00．6―1：12．8―1：24．5―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディサイファ �

父 ディープインパクト �


母父 Dubai Millennium デビュー 2012．2．26 中山3着

2009．4．20生 牡4鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation 14戦3勝 賞金 42，330，000円
〔出走取消〕 スズカファイター号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔競走除外〕 ヒカルハノハノ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。



17047 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第11競走 ��
��1，700�

おおぬま

大沼ステークス
発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上，24．6．23以降25．6．16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

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

56 � マカニビスティー 牡6青鹿55 川島 信二備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 B480－ 41：44．3 43．9�
69 � エアハリファ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 482＋101：44．4	 1．9�
33 � メダリアビート 牡7黒鹿53 菱田 裕二門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. 468± 0 〃 クビ 112．0�
710� チョイワルグランパ 牡7黒鹿53 丸山 元気�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B524－ 21：44．61
 62．1�
44 ナリタシルクロード 牡6鹿 55 松田 大作�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 532＋ 81：44．92 14．3�
813 セ イ リ オ ス 牡6鹿 54 四位 洋文 	社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B494＋ 6 〃 ハナ 15．3

11 ボ レ ア ス 牡5鹿 55 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 476－ 41：45．0	 53．8�
68 ツクバコガネオー �5栗 54 古川 吉洋荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 518－ 61：45．1クビ 7．7�
57 クリールパッション 牡8鹿 56 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B494＋141：45．2	 60．8
812� サクラシャイニー 牡7栗 55 上村 洋行�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 470＋ 8 〃 アタマ 137．2�
45 トウショウカズン 牡6鹿 57 大野 拓弥トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 540＋ 9 〃 ハナ 18．2�
711� マスクトヒーロー 牡5黒鹿55 田中 勝春 	社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 496＋ 41：45．83	 3．9�
22 アドバンスウェイ 牡7鹿 57 木幡 初広西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 494＋ 41：47．8大差 16．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，841，300円 複勝： 71，092，800円 枠連： 30，509，200円
馬連： 161，802，700円 馬単： 102，652，000円 ワイド： 58，372，000円
3連複： 223，110，300円 3連単： 474，174，800円 計： 1，168，555，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，390円 複 勝 � 730円 � 120円 � 1，560円 枠 連（5－6） 1，780円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 15，090円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 12，320円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 62，640円 3 連 単 ��� 548，500円

票 数

単勝票数 計 468413 的中 � 8422（8番人気）
複勝票数 計 710928 的中 � 17889（8番人気）� 260548（1番人気）� 7875（12番人気）
枠連票数 計 305092 的中 （5－6） 12698（7番人気）
馬連票数 計1618027 的中 �� 24432（15番人気）
馬単票数 計1026520 的中 �� 5022（38番人気）
ワイド票数 計 583720 的中 �� 10610（16番人気）�� 1137（68番人気）�� 6123（26番人気）
3連複票数 計2231103 的中 ��� 2629（113番人気）
3連単票数 計4741748 的中 ��� 638（717番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―12．0―12．9―12．9―12．3―12．0―12．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．6―42．5―55．4―1：07．7―1：19．7―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マカニビスティー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム

2007．5．7生 牡6青鹿 母 サクセスウイッチ 母母 アワーミスレッグス 26戦3勝 賞金 97，037，000円
初出走 JRA ［他本会外：3戦0勝］

〔制裁〕 ナリタシルクロード号の騎手松田大作は，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30，000円。（被害馬：7番・
11番）
メダリアビート号の騎手菱田裕二は，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。（被害馬：10番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エアソミュール号・オーシャンフリート号・サンディエゴシチー号・ダイシンオレンジ号・フィルハーマジック号・

メイショウウズシオ号

17048 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第12競走 ��
��1，200�

し お さ い

潮 騒 特 別
発走16時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．6．23以降25．6．16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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

44 バートラムガーデン 牝4鹿 55 津村 明秀�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 466＋341：08．7 7．2�
22 レッドエレンシア 牝5黒鹿54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 430± 0 〃 クビ 5．6�
11 メイショウヒデタダ 牡4黒鹿56 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 464－ 21：08．8クビ 18．7�
68 ゴーイングパワー 牡4鹿 57 松田 大作林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 474－ 2 〃 クビ 7．5�
811 ヨドノグレイス 牝4鹿 50 菱田 裕二海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 436＋ 2 〃 アタマ 53．2	
56 シゲルシゲザネ 牡6鹿 55 秋山真一郎森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 484± 01：08．9クビ 23．0

710 マ ス イ デ ア 牝4黒鹿55 吉田 隼人益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 440＋ 21：09．0� 4．2�
79 ゴールドスマイル 牡5鹿 52 丸田 恭介居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 480＋ 41：09．1� 36．4�
67 サ ク ラ ベ ル 牝5栗 53 川須 栄彦�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 488＋ 41：09．2� 12．9
812 クリノタカラチャン 牝3黒鹿51 村田 一誠栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 404＋ 21：09．3� 4．1�
55 ベストブルーム 牡6鹿 55 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 464± 01：09．61� 27．8�
33 ミリオンフレッシュ 牡3黒鹿53 藤田 伸二池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 484＋10 〃 クビ 14．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，972，100円 複勝： 52，761，800円 枠連： 20，322，700円
馬連： 83，125，900円 馬単： 49，973，200円 ワイド： 36，306，200円
3連複： 117，656，700円 3連単： 226，361，800円 計： 619，480，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 210円 � 570円 枠 連（2－4） 2，690円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 850円 �� 2，040円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 10，970円 3 連 単 ��� 55，520円

票 数

単勝票数 計 329721 的中 � 36128（4番人気）
複勝票数 計 527618 的中 � 57895（4番人気）� 74692（3番人気）� 20481（9番人気）
枠連票数 計 203227 的中 （2－4） 5581（13番人気）
馬連票数 計 831259 的中 �� 28480（10番人気）
馬単票数 計 499732 的中 �� 8066（18番人気）
ワイド票数 計 363062 的中 �� 10889（8番人気）�� 4285（31番人気）�� 6112（19番人気）
3連複票数 計1176567 的中 ��� 7916（47番人気）
3連単票数 計2263618 的中 ��� 3009（207番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．3―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 12－4，11－（2，9）（1，8）7，10（5，6，3） 4 12，4，11（2，9）8（1，7，10）（6，3）5

勝馬の
紹 介

バートラムガーデン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．10．23 新潟12着

2009．4．30生 牝4鹿 母 フ ィ リ ス 母母 フィラストリート 14戦4勝 賞金 48，822，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 レッドエレンシア号の騎手三浦皇成は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

３レース目



（25函館1）第4日 6月23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 147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

182，640，000円
6，270，000円
1，240，000円
16，340，000円
51，294，500円
3，822，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
259，825，400円
399，000，100円
140，402，000円
541，635，000円
384，472，800円
250，317，400円
757，076，300円
1，503，912，900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 4，236，641，900円

総入場人員 9，653名 （有料入場人員 8，711名）
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