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20049 7月20日 晴 良 （25函館2）第5日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時55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
1：09．3
1：07．8

良
良

88 デンコウウノ 牡2鹿 54 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 478＋ 21：11．1 1．5�
55 グラスケリー 牝2芦 54 勝浦 正樹半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 456－ 21：11．2� 9．6�
77 シュヴァリエ 牝2栗 54 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 428－ 21：11．51� 11．3�
33 シャドウカラーズ 牝2鹿 54 村田 一誠飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 ハナ 11．3�
11 クリノエビスジン 牡2鹿 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 480± 01：11．82 15．3	
66 ダンディーズムーン 牡2鹿 54 大野 拓弥田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 41：11．9� 4．6

44 パイストロピカル 牝2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 428± 01：12．75 79．8�
89 コスモロザラム 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 476－ 41：13．12� 93．5�
22 ルックアラウンド 牝2栗 54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム 440－ 61：13．41� 194．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 15，530，800円 複勝： 41，846，900円 枠連： 4，260，100円
馬連： 20，517，200円 馬単： 20，247，800円 ワイド： 13，721，600円
3連複： 29，624，900円 3連単： 76，680，800円 計： 222，430，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 � 250円 枠 連（5－8） 620円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 300円 �� 280円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 3，810円

票 数

単勝票数 計 155308 的中 � 82643（1番人気）
複勝票数 計 418469 的中 � 248016（1番人気）� 26010（3番人気）� 21741（6番人気）
枠連票数 計 42601 的中 （5－8） 5112（2番人気）
馬連票数 計 205172 的中 �� 24056（2番人気）
馬単票数 計 202478 的中 �� 16944（3番人気）
ワイド票数 計 137216 的中 �� 11982（4番人気）�� 13318（3番人気）�� 4070（10番人気）
3連複票数 計 296249 的中 ��� 17343（5番人気）
3連単票数 計 766808 的中 ��� 14869（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．0―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．4―47．4―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．7
3 8，9，5（7，4）（1，6）－（3，2） 4 8（5，9）（1，7，4，6）3－2

勝馬の
紹 介

デンコウウノ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー 2013．6．30 函館2着

2011．4．1生 牡2鹿 母 ツ リ ー 母母 サクラコトミ 3戦1勝 賞金 9，800，000円

20050 7月20日 晴 良 （25函館2）第5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）

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

11 フィールザロマンス 牝3黒鹿54 藤田 伸二加藤 信之氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 B454± 01：47．4 4．1�
56 キセキノチャンス 牝3栗 54 吉田 隼人深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 476－ 21：48．78 1．7�
811 デルマアマノジャク 牝3芦 54 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 434－ 41：49．01� 119．2�
79 ソフトライム 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B462± 01：49．32 16．3�
68 トゥザルミナス 牝3青鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 本間 忍 安平 追分ファーム 436＋ 21：49．51� 91．2�
710 ケイアイリーラ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 富田牧場 454＋101：49．71� 14．5	
44 ティアップブルーム 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 414－ 21：50．01� 55．4

812 メイショウヒビキ 牝3鹿 54 松田 大作松本 好�氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 386－ 2 〃 クビ 228．3�
33 エアコダリー 牝3鹿 54 津村 明秀 ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 420－ 21：50．31� 5．0�
67 クリノアルパマーヨ 牝3鹿 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか 水上 習孝 466＋ 21：51．36 401．2�
55 マイステージ 牝3鹿 54 田中 博康�酒井牧場 木村 哲也 浦河 酒井牧場 448＋ 21：51．4� 33．8�
22 フロントタック 牝3芦 54 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 410＋ 41：51．61� 136．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，118，600円 複勝： 34，442，000円 枠連： 5，343，100円
馬連： 18，086，800円 馬単： 17，549，600円 ワイド： 9，515，000円
3連複： 27，975，400円 3連単： 58，425，800円 計： 186，456，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 110円 � 1，830円 枠 連（1－5） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 160円 �� 3，640円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 8，270円 3 連 単 ��� 30，370円

票 数

単勝票数 計 151186 的中 � 29473（2番人気）
複勝票数 計 344420 的中 � 43084（2番人気）� 213926（1番人気）� 1531（10番人気）
枠連票数 計 53431 的中 （1－5） 14722（1番人気）
馬連票数 計 180868 的中 �� 47949（1番人気）
馬単票数 計 175496 的中 �� 17529（2番人気）
ワイド票数 計 95150 的中 �� 21738（1番人気）�� 498（27番人気）�� 773（21番人気）
3連複票数 計 279754 的中 ��� 2498（20番人気）
3連単票数 計 584258 的中 ��� 1420（83番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．3―13．0―13．3―12．6―12．4―12．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．9―43．9―57．2―1：09．8―1：22．2―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィールザロマンス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2012．9．9 中山6着

2010．4．5生 牝3黒鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 9戦1勝 賞金 11，890，000円
〔制裁〕 トゥザルミナス号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

第２回 函館競馬 第５日



20051 7月20日 晴 良 （25函館2）第5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

68 � 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

478－ 4 59．1 1．7�
812 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＋ 2 59．31� 3．9�
55 マコトクオバディス 牝3鹿 54 三浦 皇成尾田左知子氏 北出 成人 日高 シンボリ牧場 B482± 01：00．25 5．3�
811 シキランマン 牝3栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 416＋ 41：00．41	 27．3�
22 チ サ ト 牝3栗 54

52 △横山 和生鈴木 照雄氏 中川 公成 日高 合資会社カ
ネツ牧場 446＋ 21：00．5� 25．6�

33 クラウンアルテミス 牝3鹿 54 黛 弘人�クラウン 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 436－ 21：00．92� 40．9	
67 ケンブリッジアトナ 牝3栗 54 柴山 雄一中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー B428＋ 41：01．22 594．8

79 グロスヴァーグ 牡3鹿 56 吉田 隼人岡田 壮史氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 442± 0 〃 ハナ 23．3�
11 ホクテンオーカン 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム 466－18 〃 ハナ 123．8�
56 ユ リ シ ー ズ 牡3鹿 56 秋山真一郎髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 470－121：01．3� 23．2�
710 イデアリスタ 
3鹿 56 大野 拓弥西森 道男氏 菊川 正達 平取 原田 新治 472＋ 21：01．72� 107．5�
44 ロ ク マ リ ア 牝3鹿 54 川島 信二下河�行雄氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 448＋ 61：01．8クビ 99．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，132，600円 複勝： 43，594，200円 枠連： 5，467，500円
馬連： 20，267，000円 馬単： 19，125，300円 ワイド： 11，385，300円
3連複： 27，940，600円 3連単： 66，328，800円 計： 207，241，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 100円 � 120円 � 140円 枠 連（6－8） 210円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 130円 �� 170円 �� 310円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 950円

票 数

単勝票数 計 131326 的中 � 62470（1番人気）
複勝票数 計 435942 的中 � 302194（1番人気）� 46071（2番人気）� 35201（3番人気）
枠連票数 計 54675 的中 （6－8） 19727（1番人気）
馬連票数 計 202670 的中 �� 69660（1番人気）
馬単票数 計 191253 的中 �� 43182（1番人気）
ワイド票数 計 113853 的中 �� 29298（1番人気）�� 16755（2番人気）�� 6505（4番人気）
3連複票数 計 279406 的中 ��� 59707（1番人気）
3連単票数 計 663288 的中 ��� 51963（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―35．0―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アスターストーム �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2013．2．10 小倉9着

2010．3．19生 牡3鹿 母 Spread 母母 Broadcast 6戦1勝 賞金 9，100，000円
※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） 1頭 カンタベリーリュウ号
（非抽選馬） 4頭 クリノアンデス号・スマッシュ号・デルマベム号・ホワイトコーヒー号

20052 7月20日 晴 良 （25函館2）第5日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11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

11 アルファメール 牡3栗 56 柴山 雄一 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 新ひだか カントリー牧場 490－ 21：47．5 9．4�
55 マイネルパイレーツ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 516＋ 61：47．6� 4．8�
89 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 478＋ 41：47．7クビ 3．6�
33 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 B454± 01：48．12� 2．6�
22 ローレルグラーネ 牡3芦 56 松田 大作 �ローレルレーシング 木原 一良 新冠 森永 聡 450－ 41：48．95 13．6�
88 マルサンムテキ 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太松井三千年氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 480－ 21：50．28 109．9	
44 シ ナ ン ジ ュ 牝3青鹿54 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：51．05 7．5

66 スマッシュパワー 牡3栗 56

54 △横山 和生古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 496 ―1：51．31� 94．8�
77 テルミニスト 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 462－ 2 （競走中止） 23．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 13，719，700円 複勝： 19，091，500円 枠連： 5，314，400円
馬連： 19，118，600円 馬単： 17，050，000円 ワイド： 11，609，200円
3連複： 28，828，600円 3連単： 65，290，100円 計： 180，022，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 210円 � 200円 � 140円 枠 連（1－5） 2，690円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 570円 �� 350円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 12，140円

票 数

単勝票数 計 137197 的中 � 11506（5番人気）
複勝票数 計 190915 的中 � 21356（4番人気）� 23456（3番人気）� 48075（1番人気）
枠連票数 計 53144 的中 （1－5） 1459（12番人気）
馬連票数 計 191186 的中 �� 7034（9番人気）
馬単票数 計 170500 的中 �� 2132（26番人気）
ワイド票数 計 116092 的中 �� 4762（10番人気）�� 8457（3番人気）�� 8318（4番人気）
3連複票数 計 288286 的中 ��� 14133（6番人気）
3連単票数 計 652901 的中 ��� 3971（42番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．5―12．8―13．0―12．1―12．4―12．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―31．0―43．8―56．8―1：08．9―1：21．3―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アルファメール 
�
父 アドマイヤムーン 

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー 2012．8．18 新潟7着

2010．5．11生 牡3栗 母 タニノメール 母母 アロマックアステル 9戦1勝 賞金 6，600，000円
〔競走中止〕 テルミニスト号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症し，4コーナーで転倒したため競走中止。



20053 7月20日 晴 良 （25函館2）第5日 第5競走 ��1，800�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
1：51．2
1：46．0

良
良

44 サトノフェラーリ 牡2鹿 54 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 462 ―1：53．8 2．3�
812 ウェーブゴールド 牡2黒鹿54 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472 ―1：54．22� 6．9�
57 カアナパリビーチ 牝2鹿 54 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 464 ― 〃 クビ 4．5�
22 サンアンドムーン 牡2鹿 54 津村 明秀髙橋照比古氏 相沢 郁 新ひだか 広田牧場 412 ―1：54．51� 51．8�
11 アースウィンド 牝2青鹿54 勝浦 正樹林 正道氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 466 ―1：54．71� 17．4�
68 ヤ マ ト 牡2鹿 54

52 △横山 和生西森 鶴氏 的場 均 浦河 鎌田 正嗣 504 ―1：55．01� 93．5	
45 シュターツオーパー 牡2鹿 54 吉田 豊 
社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488 ―1：55．1� 6．5�
33 コスモパトラ 牡2鹿 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 448 ―1：55．2クビ 73．8�
813 フクノブリューナク 牡2栗 54 四位 洋文福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 486 ―1：55．3� 43．6
711 ブ ラ ウ 牡2栗 54 丸山 元気若松 伸治氏 菅原 泰夫 浦河 大道牧場 444 ― 〃 クビ 17．3�
710 グロリアストレイル 牡2栗 54 三浦 皇成有限会社シルク小島 茂之 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 ハナ 8．9�
56 ギャングセブン 牡2栗 54 田中 博康 
スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 458 ―1：55．51� 131．9�
69 ルークインザスカイ 牡2栗 54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 476 ―1：56．45 241．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，575，300円 複勝： 25，309，300円 枠連： 8，216，600円
馬連： 25，081，100円 馬単： 19，537，400円 ワイド： 12，985，400円
3連複： 31，409，100円 3連単： 54，882，500円 計： 195，996，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 170円 � 140円 枠 連（4－8） 630円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 340円 �� 260円 �� 430円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 185753 的中 � 64178（1番人気）
複勝票数 計 253093 的中 � 73694（1番人気）� 31591（3番人気）� 45779（2番人気）
枠連票数 計 82166 的中 （4－8） 9729（3番人気）
馬連票数 計 250811 的中 �� 25051（2番人気）
馬単票数 計 195374 的中 �� 11001（3番人気）
ワイド票数 計 129854 的中 �� 9332（3番人気）�� 13412（1番人気）�� 7069（6番人気）
3連複票数 計 314091 的中 ��� 23639（2番人気）
3連単票数 計 548825 的中 ��� 8981（4番人気）

ハロンタイム 13．0―12．8―13．3―13．6―13．1―12．7―12．2―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．8―39．1―52．7―1：05．8―1：18．5―1：30．7―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

サトノフェラーリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill 初出走

2011．2．17生 牡2鹿 母 サトノアマゾネス 母母 Prawn Cocktail 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 シュターツオーパー号の騎手吉田豊は，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50，000円。（被害馬：11番）
〔調教再審査〕 シュターツオーパー号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。

20054 7月20日 晴 良 （25函館2）第5日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 フローズンムーン 牝3鹿 54 柴山 雄一 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 466＋ 22：04．5 38．8�

611 エイトエンダー 牡3黒鹿56 大野 拓弥吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 476＋12 〃 クビ 2．7�
713 カシノオパール 牝3芦 54 丸田 恭介柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 前川 隆則 424＋ 82：04．71� 12．5�
815 フェイマスシーン 牡3鹿 56 吉田 豊笠原 幸六氏 大久保洋吉 平取 高橋 啓 474＋ 42：04．8クビ 44．6�
714 ゼロワンチャンプ 牡3鹿 56 勝浦 正樹国田 正忠氏 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 B470－ 2 〃 アタマ 6．4�
36 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 466± 0 〃 クビ 4．6�
612 スピッツコール 牡3栗 56 三浦 皇成 	社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 460＋ 42：04．9� 11．1

510 セビジャーナス 牝3黒鹿54 小林 徹弥加藤 厚子氏 浅野洋一郎 日高 広富牧場 430－ 22：05．0クビ 15．4�
35 トウショウヴァース 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504－ 42：05．1� 201．3
24 リリーローズ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 42：05．2� 95．1�
59 タガノグッピー 牝3栗 54 吉田 隼人八木 良司氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋ 42：05．51� 63．6�
816	 マイネルハイネス 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 仏 Mr Cyril
Morange B452＋ 22：05．6� 10．2�

23 ミストラルシャワー 牝3鹿 54
52 △横山 和生佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム 474＋ 22：05．7� 24．1�

48 クォンタムビット 牡3栗 56 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 454＋10 〃 クビ 36．5�
47 ラフィットオフ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二飯田 正剛氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 416± 02：06．55 57．9�
12 	 アンクランダイユ 牝3栗 54 丸山 元気前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 442－ 42：07．77 58．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，203，600円 複勝： 20，956，500円 枠連： 9，187，500円
馬連： 19，119，300円 馬単： 14，189，900円 ワイド： 11，950，000円
3連複： 30，219，700円 3連単： 48，047，900円 計： 166，874，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，880円 複 勝 � 710円 � 160円 � 380円 枠 連（1－6） 2，450円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 15，120円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 4，060円 �� 760円

3 連 複 ��� 15，570円 3 連 単 ��� 134，320円

票 数

単勝票数 計 132036 的中 � 2684（10番人気）
複勝票数 計 209565 的中 � 6099（10番人気）� 49010（1番人気）� 12916（6番人気）
枠連票数 計 91875 的中 （1－6） 2774（10番人気）
馬連票数 計 191193 的中 �� 2757（19番人気）
馬単票数 計 141899 的中 �� 693（51番人気）
ワイド票数 計 119500 的中 �� 1447（24番人気）�� 700（41番人気）�� 4089（8番人気）
3連複票数 計 302197 的中 ��� 1433（46番人気）
3連単票数 計 480479 的中 ��� 264（389番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．6―49．6―1：02．7―1：15．3―1：27．5―1：39．7―1：51．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フローズンムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2013．3．3 中山6着

2010．2．27生 牝3鹿 母 アークティックミスト 母母 Tee Kay 5戦1勝 賞金 4，600，000円



20055 7月20日 晴 良 （25函館2）第5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

812 ヴェアリアスムーン 牡4栗 57 岩田 康誠小林 秀樹氏 田島 良保 新冠 三村 卓也 494－ 6 58．7 1．6�
811 レゼトワール 牝3鹿 52 藤田 伸二髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 484－ 4 59．44 15．7�
79 フォースフル 牡4黒鹿57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 496＋ 6 59．61� 8．8�
68 セイントデジタル 牝3栗 52 川島 信二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 462－ 2 59．7� 91．6�
710 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 434－ 2 59．8� 161．1�
22 コップヒヤザケ 牡4鹿 57 三浦 皇成大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 480＋ 6 〃 クビ 3．6	
56 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 496－ 2 59．9� 31．8

33 シ ム ー ン 牡4鹿 57 丸山 元気�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム B500± 01：00．0クビ 27．7�
55 	 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 580－121：00．1� 148．5
67 	 サマーフェニックス 牝3栗 52

50 △横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 418－ 21：01．05 229．7�
44 マースストロング 牡4栗 57 秋山真一郎キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 鮫川 啓一 B474＋ 21：01．85 26．7�
11 	 ア ウ ル ム 
4栗 57

54 ▲伴 啓太小河 一�氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 500－121：02．43� 23．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，594，000円 複勝： 45，135，200円 枠連： 6，706，100円
馬連： 27，843，300円 馬単： 25，064，200円 ワイド： 13，994，700円
3連複： 36，718，600円 3連単： 87，060，900円 計： 261，117，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 300円 � 180円 枠 連（8－8） 850円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 340円 �� 220円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 4，550円

票 数

単勝票数 計 185940 的中 � 93203（1番人気）
複勝票数 計 451352 的中 � 278937（1番人気）� 16448（4番人気）� 36482（3番人気）
枠連票数 計 67061 的中 （8－8） 5845（3番人気）
馬連票数 計 278433 的中 �� 26778（3番人気）
馬単票数 計 250642 的中 �� 16635（4番人気）
ワイド票数 計 139947 的中 �� 10077（3番人気）�� 18946（2番人気）�� 3663（10番人気）
3連複票数 計 367186 的中 ��� 21146（5番人気）
3連単票数 計 870609 的中 ��� 14147（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．2―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェアリアスムーン �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2011．7．16 函館1着

2009．2．11生 牡4栗 母 シビリアンゴッデス 母母 シビルコンクエスト 14戦3勝 賞金 27，000，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走状況〕 ドキドキガール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ドキドキガール号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サウスビクトル号・トウショウハマー号
（非抽選馬） 1頭 テイエムチャンス号

20056 7月20日 晴 良 （25函館2）第5日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

33 � マヤノクレド 牡5鹿 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B498－ 61：45．0 3．6�
57 トランザムスター 牡3鹿 54 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 B552－ 21：46．17 9．2�
710� エルヘイロー 牡5黒鹿57 大野 拓弥吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 492－ 2 〃 ハナ 13．1�
11 ジョーラプター 牡4鹿 57 吉田 隼人上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 474± 0 〃 ハナ 59．3�
711 サンライズワールド 牡3栗 54 丸田 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 462＋ 21：46．41� 2．7�
56 � テンエイエンドレス 牡4黒鹿57 荻野 琢真熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 518－101：46．5クビ 188．7	
44 スタンドバイミー 牡4鹿 57 秋山真一郎石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 466＋ 8 〃 クビ 32．3

813 スズカファイター 牡3鹿 54 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 462－ 2 〃 ハナ 10．5�
45 ペガサスフラッシュ 牡5栗 57 三浦 皇成松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 424－ 41：46．82 68．7�
812� ラブトゥオール 牡4黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 468－ 2 〃 クビ 26．5
68 ランブリングマン 牡3鹿 54 勝浦 正樹スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 528＋ 21：47．01� 6．8�
22 プリティーマッハ 牡5芦 57

55 △横山 和生越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 450－ 41：47．21 17．2�
69 アドマイヤライン 牡3青鹿54 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 436± 01：48．37 79．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，641，000円 複勝： 31，682，000円 枠連： 9，307，200円
馬連： 38，627，800円 馬単： 22，361，700円 ワイド： 16，461，100円
3連複： 43，187，800円 3連単： 75，904，700円 計： 255，173，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 270円 � 310円 枠 連（3－5） 1，630円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 820円 �� 750円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 28，300円

票 数

単勝票数 計 176410 的中 � 39312（2番人気）
複勝票数 計 316820 的中 � 64737（2番人気）� 28235（4番人気）� 23169（6番人気）
枠連票数 計 93072 的中 （3－5） 4226（8番人気）
馬連票数 計 386278 的中 �� 17155（8番人気）
馬単票数 計 223617 的中 �� 5755（9番人気）
ワイド票数 計 164611 的中 �� 5041（10番人気）�� 5537（9番人気）�� 2212（18番人気）
3連複票数 計 431878 的中 ��� 4941（22番人気）
3連単票数 計 759047 的中 ��� 1980（83番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．7―43．2―55．6―1：07．6―1：19．9―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マヤノクレド �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 キンググローリアス

2008．3．31生 牡5鹿 母 ポットブリリアンス 母母 ポットカラミティー 24戦2勝 賞金 22，739，000円
初出走 JRA

※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 メイショウイッシン号



20057 7月20日 晴 良 （25函館2）第5日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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

47 ニシノカチヅクシ 牡4黒鹿57 柴山 雄一西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 492＋ 21：09．3 14．0�
713 ニ シ ノ ニ カ 牝3黒鹿52 勝浦 正樹西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 474－ 21：09．51� 15．3�
59 ユキノラムセス 牡6栗 57 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 490－ 61：09．71 31．6�
11 ハギノソフィア 牝3栗 52 吉田 隼人安岡美津子氏 鮫島 一歩 日高 天羽 禮治 474＋ 41：09．8� 4．1�
12 エメラルハヤブサ 牝3鹿 52 丸山 元気高橋 勉氏 西浦 勝一 様似 髙村 伸一 476－101：09．9� 36．9�
23 � クロンドローリエ 牝6青鹿 55

53 △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－ 2 〃 クビ 22．0	

815 ピグマリオン 牡4鹿 57 藤田 伸二 
キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 462± 01：10．0クビ 3．9�
612 ケイツーノース 牝6栗 55 丸田 恭介楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 512＋ 41：10．1	 41．3�
510� リネンヴィヴィッド 牡4鹿 57 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 512－ 21：10．31� 113．7
714 ロードツイスター 
3鹿 54 荻野 琢真 �ロードホースクラブ 高野 友和 浦河 惣田 英幸 452－ 2 〃 クビ 220．8�
48 ガッダムアスカ 牝4芦 55 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 470＋12 〃 ハナ 8．2�
36 ダブルスパーク 牝4芦 55

54 ☆菱田 裕二吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 468＋ 81：10．4クビ 30．3�
611 アジャストメント 牡3鹿 54 川島 信二山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 480＋ 41：10．5	 42．1�
24 レーザーインパクト 牡4鹿 57 三浦 皇成杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 450＋ 81：10．6� 134．8�
816 ノーザンハリアー 
3芦 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 むかわ 渡辺 隆 436＋ 21：11．02	 274．6�
35 ナ カ ナ カ 
3鹿 54 岩田 康誠中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 442＋ 81：14．3大差 3．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，017，300円 複勝： 35，175，400円 枠連： 11，531，800円
馬連： 41，291，900円 馬単： 24，433，000円 ワイド： 22，255，100円
3連複： 54，833，800円 3連単： 91，811，200円 計： 303，349，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 390円 � 480円 � 800円 枠 連（4－7） 4，070円

馬 連 �� 7，780円 馬 単 �� 15，540円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 3，880円 �� 3，910円

3 連 複 ��� 50，340円 3 連 単 ��� 288，330円

票 数

単勝票数 計 220173 的中 � 12422（5番人気）
複勝票数 計 351754 的中 � 25178（4番人気）� 19502（7番人気）� 10973（8番人気）
枠連票数 計 115318 的中 （4－7） 2093（18番人気）
馬連票数 計 412919 的中 �� 3921（28番人気）
馬単票数 計 244330 的中 �� 1161（53番人気）
ワイド票数 計 222551 的中 �� 2355（28番人気）�� 1407（40番人気）�� 1395（41番人気）
3連複票数 計 548338 的中 ��� 804（136番人気）
3連単票数 計 918112 的中 ��� 235（776番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―11．4―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．0―45．4―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノカチヅクシ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Rahy デビュー 2011．7．10 函館1着

2009．2．26生 牡4黒鹿 母 パ ラ デ ィ ナ 母母 Khumba Mela 19戦2勝 賞金 26，924，000円
〔その他〕 ナカナカ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ナカナカ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年8月20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 オオタニジムチョウ号・オーバーザムーン号

20058 7月20日 晴 良 （25函館2）第5日 第10競走 ��
��2，600�

よ こ つ だ け

横 津 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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：39．4
2：37．3

良
良

34 パッシフローラ 牝4鹿 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 434＋ 22：40．7 14．1�
711� 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 460－ 22：40．91	 13．0�
46 � リッカタキシード 牡6黒鹿57 吉田 隼人立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 454＋102：41．0
 149．6�
58 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 502＋ 42：41．21 10．4�
69 オ ム ニ バ ス 牡3青鹿54 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 466－ 22：41．3� 4．1	
57 プロフェッサー 牡4鹿 57 三浦 皇成近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 472＋ 22：41．4クビ 5．9

22 ラ プ タ 牡3鹿 54 丸田 恭介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 B482± 02：41．82
 25．2�
45 カ ー バ 牡4青鹿57 菱田 裕二�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B494－ 22：42．86 47．3�
813 マイネルイグアス 牡4青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 460＋ 22：43．01	 154．4
712 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 494＋ 22：43．53 70．5�
11 ポッドフェローズ 牡3鹿 54 柴山 雄一小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 480＋ 4 〃 ハナ 30．6�
33 フレージャパン 牡4栗 57 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 476＋ 4 〃 ハナ 15．9�
814 カッパドキア 牡3黒鹿54 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 B476± 02：43．6� 2．9�
610 ヴェイパーコーン 牡3栗 54 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＋ 42：44．66 14．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，110，500円 複勝： 43，071，800円 枠連： 13，810，300円
馬連： 47，074，800円 馬単： 32，245，500円 ワイド： 24，766，700円
3連複： 69，622，800円 3連単： 113，432，000円 計： 367，134，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 490円 � 400円 � 4，210円 枠 連（3－7） 2，520円

馬 連 �� 6，830円 馬 単 �� 12，970円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 15，310円 �� 13，560円

3 連 複 ��� 214，990円 3 連 単 ��� 1，046，420円

票 数

単勝票数 計 231105 的中 � 12929（6番人気）
複勝票数 計 430718 的中 � 24199（6番人気）� 31210（5番人気）� 2392（14番人気）
枠連票数 計 138103 的中 （3－7） 4053（11番人気）
馬連票数 計 470748 的中 �� 5094（25番人気）
馬単票数 計 322455 的中 �� 1835（49番人気）
ワイド票数 計 247667 的中 �� 3470（20番人気）�� 393（75番人気）�� 444（71番人気）
3連複票数 計 696228 的中 ��� 239（259番人気）
3連単票数 計1134320 的中 ��� 80（1382番人気）

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

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�
13．0―24．4―36．3―48．3―1：00．2―1：12．8―1：25．9―1：38．9―1：50．9―2：03．0―2：15．3―2：27．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パッシフローラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．7．2 函館11着

2009．2．28生 牝4鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 19戦2勝 賞金 27，653，000円
［他本会外：1戦0勝］



20059 7月20日 晴 良 （25函館2）第5日 第11競走 ��
��1，200�函館日刊スポーツ杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

北海道日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

610 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 446± 01：08．1 4．5�
712 アットウィル 牡3栗 54 三浦 皇成宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 492＋ 41：08．42 2．7�
815 ル リ ニ ガ ナ 牝5鹿 55 菱田 裕二�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 B468－ 21：08．61� 13．7�
35 セイコーライコウ 牡6鹿 57 北村 宏司竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 492± 01：08．81 13．1�
11 ニシノビークイック 牡4栗 57 丹内 祐次西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 484＋ 2 〃 アタマ 8．0�
34 コスモアクセス 牝4栗 55 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 21：08．9	 27．6	
58 セイクレットレーヴ 牡4鹿 57 丸山 元気嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 470＋ 61：09．11� 9．6

47 
 シーギリヤガール 牝3栗 52 桑村 真明�新生ファーム 斉藤 正弘 日高 新生ファーム 438－12 〃 ハナ 81．9�

（北海道） （北海道）

59 ビ ス カ ヤ 牝7黒鹿55 荻野 琢真山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 436＋ 21：09．2� 204．5�
611 クレバーサンデー 牡6鹿 57 松田 大作�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 482＋ 4 〃 クビ 77．8
22 � ポアゾンブラック 牡4青鹿57 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 512－121：09．3クビ 7．6�
713 ブルームーンピサ 牝6芦 55 四位 洋文市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B492＋ 61：09．51	 37．0�
46 エ ス カ ー ダ 牡6青鹿57 小林 徹弥山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 470－ 21：09．81� 238．5�
23 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 452－ 21：09．9クビ 22．2�
814 キョウエイバサラ 牡5芦 57 吉田 隼人田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 512－ 2 〃 クビ 81．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，030，800円 複勝： 88，455，900円 枠連： 29，664，500円
馬連： 166，570，100円 馬単： 86，687，600円 ワイド： 62，115，500円
3連複： 223，644，800円 3連単： 376，587，200円 計： 1，082，756，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 130円 � 290円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 290円 �� 840円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 10，620円

票 数

単勝票数 計 490308 的中 � 87087（2番人気）
複勝票数 計 884559 的中 � 142863（2番人気）� 243364（1番人気）� 58553（6番人気）
枠連票数 計 296645 的中 （6－7） 35914（1番人気）
馬連票数 計1665701 的中 �� 191612（1番人気）
馬単票数 計 866876 的中 �� 43632（2番人気）
ワイド票数 計 621155 的中 �� 59247（1番人気）�� 16722（11番人気）�� 24581（5番人気）
3連複票数 計2236448 的中 ��� 73562（3番人気）
3連単票数 計3765872 的中 ��� 26186（11番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．7―11．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―32．9―44．3―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．2
3 ・（3，15）－（2，5）－（4，10，6）12（1，7）14（8，9，11，13） 4 ・（3，15）（2，5）10（4，12）（1，6）（7，14）（8，9，11，13）

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 15戦5勝 賞金 64，119，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

20060 7月20日 晴 良 （25函館2）第5日 第12競走 ��
��1，700�

お し ま

渡 島 特 別
発走16時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．7．21以降25．7．14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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

55 ナムラドキョウ 牡3芦 53 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 500± 01：45．0 7．2�
67 スターバリオン 牡4芦 57 津村 明秀幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 494＋ 2 〃 ハナ 4．8�
44 タガノジョイナー 牝4鹿 53 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 2 〃 ハナ 3．7�
66 クローバーリーフ 牝5鹿 52 菱田 裕二吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 480＋181：45．53 46．9�
33 デルマイザナミ 牝4鹿 53 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 468＋101：45．71 10．7�
810 メイショウコンカー 牡4栗 57 吉田 隼人松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474＋26 〃 クビ 5．3�
79 フィールザラブ 牝4栗 54 勝浦 正樹櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 418－101：46．01� 28．9	
22 � アスターピース 牡4栗 55 松田 大作加藤 久枝氏 武田 博 様似 猿倉牧場 480± 0 〃 アタマ 4．0

78 � ニチリンローレル 牡5栗 52 村田 一誠岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 512＋ 2 〃 ハナ 188．8�
11 ウォーターサムデイ 牡7鹿 53 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 476＋ 61：46．1クビ 36．6�
811 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 474－ 61：48．8大差 53．8

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，894，500円 複勝： 46，047，400円 枠連： 12，382，200円
馬連： 67，480，300円 馬単： 40，328，900円 ワイド： 27，764，800円
3連複： 82，387，000円 3連単： 164，943，900円 計： 470，229，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 170円 � 140円 枠 連（5－6） 2，360円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 620円 �� 460円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 21，080円

票 数

単勝票数 計 288945 的中 � 31959（5番人気）
複勝票数 計 460474 的中 � 49902（5番人気）� 73360（3番人気）� 106623（1番人気）
枠連票数 計 123822 的中 （5－6） 3888（14番人気）
馬連票数 計 674803 的中 �� 20899（13番人気）
馬単票数 計 403289 的中 �� 5982（26番人気）
ワイド票数 計 277648 的中 �� 10574（11番人気）�� 15267（5番人気）�� 17553（2番人気）
3連複票数 計 823870 的中 ��� 22081（10番人気）
3連単票数 計1649439 的中 ��� 5775（89番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．1―12．5―12．6―12．4―12．4―12．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．2―42．7―55．3―1：07．7―1：20．1―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラドキョウ �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2012．6．23 函館6着

2010．6．4生 牡3芦 母 ナムラヒミコ 母母 ダイナハニー 15戦3勝 賞金 34，545，000円



（25函館2）第5日 7月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

178，580，000円
8，100，000円
1，310，000円
15，930，000円
53，168，000円
3，952，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
248，568，700円
474，808，100円
121，191，300円
511，078，200円
338，820，900円
238，524，400円
686，393，100円
1，279，395，800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 3，898，780，500円

総入場人員 3，818名 （有料入場人員 3，339名）
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