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17013 6月15日 曇 重 （26函館1）第2日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時55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
1：42．0
1：41．7

重
不良

44 ショウナンガッチャ 牡3栗 56 勝浦 正樹国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 472－ 61：46．1 1．6�
45 メイショウトキムネ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 460－ 21：46．41� 10．2�
56 セントコロナ 牡3栗 56 藤田 伸二 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494－ 21：47．03� 5．2�
11 スズカルーブル 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 464－ 2 〃 ハナ 72．7�
710 イノセンテス 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 458－121：47．1� 9．8	
57 レオウィッシュ 牡3栗 56 横山 和生
レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 B474－ 21：47．63 20．3�
22 ソルシエシチー 牡3栗 56 菱田 裕二 
友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 438－ 2 〃 ハナ 67．6�
68 センノイギダー 牡3栗 56 杉原 誠人浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 478＋101：47．7� 82．3
812 リネンアイアン 牡3鹿 56 黛 弘人戸山 光男氏 和田 雄二 新冠 佐藤 信広 480＋ 21：48．01� 47．4�
33 カシマブレイン 牡3鹿 56 松岡 正海松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 496＋ 61：48．42� 36．9�
69 ティーエスギムレ 牡3栗 56 松田 大作田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 440± 01：49．03� 10．3�
711 メイショウヴェスタ 牝3鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 438－ 8 〃 クビ 168．7�
813 トライアンフシチー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政 
友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 416± 01：51．2大差 254．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，418，800円 複勝： 40，758，500円 枠連： 6，450，400円
馬連： 25，483，000円 馬単： 20，939，900円 ワイド： 15，660，600円
3連複： 39，323，600円 3連単： 73，898，000円 計： 237，932，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（4－4） 680円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 280円 �� 180円 �� 620円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 2，930円

票 数

単勝票数 計 154188 的中 � 76207（1番人気）
複勝票数 計 407585 的中 � 282197（1番人気）� 19291（3番人気）� 35650（2番人気）
枠連票数 計 64504 的中 （4－4） 7324（4番人気）
馬連票数 計 254830 的中 �� 29307（2番人気）
馬単票数 計 209399 的中 �� 15441（4番人気）
ワイド票数 計 156606 的中 �� 13577（2番人気）�� 27008（1番人気）�� 5260（8番人気）
3連複票数 計 393236 的中 ��� 34079（1番人気）
3連単票数 計 738980 的中 ��� 18279（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．2―43．0―55．9―1：08．4―1：21．5―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンガッチャ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．10．27 東京4着

2011．3．26生 牡3栗 母 アナバシュドチャーム 母母 Unbridled Hope 11戦1勝 賞金 12，450，000円
〔発走状況〕 イノセンテス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トライアンフシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月15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 ブルーロータス号

17014 6月15日 曇 重 （26函館1）第2日 第2競走 ��1，000�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
57．7
57．1

重
稍重

812 エ ゴ イ ス ト 牝3鹿 54
51 ▲小崎 綾也田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 474－ 2 59．0 1．2�

811 ラ ダ ム ド ー 牝3栗 54 菱田 裕二栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 B436－ 4 59．21� 92．9�
68 リストワール 牝3黒鹿54 松田 大作 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 446－ 2 59．3クビ 5．3�
55 ウールーシュヴァル 牡3鹿 56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 432－ 6 〃 クビ 28．8�
33 コスモピンチョス 牡3栗 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 長浜 秀昭 486＋ 6 59．51� 10．0	
22 アルレジェンヌ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 444－12 59．6� 133．0

44 ハンサムオウジ 牡3鹿 56 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 450－ 6 59．7� 15．9�
56 タイセイデザイア 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか 前川 正美 498－ 21：00．12� 104．2�
11 ナ ム ラ リ ズ 牝3鹿 54 西村 太一奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 442＋121：00．52� 141．2
79 ダイワランクアップ 牡3黒鹿56 吉田 隼人大城 敬三氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：00．81� 32．1�
710 デルマヨッチャン 牝3栗 54 村田 一誠浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 464－ 41：01．12 44．4�
67 ハッピーベリー 牝3鹿 54 中谷 雄太岩﨑 僖澄氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 450－ 41：01．73� 365．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，174，100円 複勝： 69，818，300円 枠連： 6，239，000円
馬連： 24，753，000円 馬単： 22，736，800円 ワイド： 13，701，500円
3連複： 32，402，300円 3連単： 81，276，800円 計： 270，101，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 670円 � 140円 枠 連（8－8） 2，250円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 950円 �� 170円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 12，340円

票 数

単勝票数 計 191741 的中 � 118753（1番人気）
複勝票数 計 698183 的中 � 589647（1番人気）� 3360（8番人気）� 30152（2番人気）
枠連票数 計 62390 的中 （8－8） 2140（6番人気）
馬連票数 計 247530 的中 �� 7798（7番人気）
馬単票数 計 227368 的中 �� 6381（10番人気）
ワイド票数 計 137015 的中 �� 3084（11番人気）�� 27604（1番人気）�� 1198（21番人気）
3連複票数 計 324023 的中 ��� 6841（11番人気）
3連単票数 計 812768 的中 ��� 4772（39番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．3―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ゴ イ ス ト �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2013．11．10 京都4着

2011．4．13生 牝3鹿 母 ゴールデンチェリー 母母 A Kiss for Luck 9戦1勝 賞金 15，000，000円
〔騎手変更〕 ダイワランクアップ号の騎手丸田恭介は，病気のため吉田隼人に変更。
〔制裁〕 ハンサムオウジ号の騎手荻野琢真は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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 アドマイヤラブ号・ヴァンクレメンツ号・クリノアシュラオー号・メイショウツルヒメ号

第１回 函館競馬 第２日



17015 6月15日 曇 良 （26函館1）第2日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時50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

12 ケイエスポーラ 牡3鹿 56 岩田 康誠キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 480± 01：10．0 2．8�
11 ファブラノヴァ 牝3黒鹿54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋201：10．31� 27．1�
24 セクシイガール 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 456＋ 21：10．4� 4．1�
23 アイティルビー 牝3鹿 54 横山 和生一ノ瀬 恭氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 430＋ 21：10．61	 55．5�
59 クライフォージョイ 牝3黒鹿54 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新冠 山岡牧場 506＋ 61：10．81 14．8�
611 ラ ン ド ロ ワ 牝3芦 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 456＋ 41：10．9� 27．6	
713 アロージェネシス 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 480－ 41：11．11� 3．3

35 ヒアーズトウショウ 牝3栗 54 木幡 初広トウショウ産業� 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 468－ 81：11．2� 210．8�
510 アメノウズメ 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ローレルレーシング 岩戸 孝樹 新冠 高瀬牧場 B424－10 〃 アタマ 75．4�
47 ケンブリッジベラ 牝3黒鹿54 杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 410± 0 〃 クビ 287．5
714 マイネルパナケーア 牡3鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 忠幸 438＋ 51：11．41 101．4�
815 クリノハッチャン 牝3鹿 54 田中 博康栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 460－101：11．5� 24．6�
816 ジューンブライトン 牡3鹿 56 菱田 裕二吉川 潤氏 今野 貞一 日高 正和山本牧場 456－ 4 〃 クビ 17．1�
48 サンドミエシュ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �キャロットファーム 武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414＋ 6 〃 アタマ 105．4�
612 エストスマイル 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹橋川 欣司氏 本間 忍 青森 大西興産 512＋ 21：11．92� 368．9�
36 グランデラーゴ 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 クビ 17．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，310，300円 複勝： 19，524，600円 枠連： 7，403，900円
馬連： 25，235，700円 馬単： 17，400，500円 ワイド： 15，974，200円
3連複： 35，556，500円 3連単： 53，819，000円 計： 190，224，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 400円 � 170円 枠 連（1－1） 3，320円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 860円 �� 280円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 19，470円

票 数

単勝票数 計 153103 的中 � 42868（1番人気）
複勝票数 計 195246 的中 � 43233（2番人気）� 9045（7番人気）� 31402（3番人気）
枠連票数 計 74039 的中 （1－1） 1725（13番人気）
馬連票数 計 252357 的中 �� 5839（11番人気）
馬単票数 計 174005 的中 �� 2620（14番人気）
ワイド票数 計 159742 的中 �� 4432（6番人気）�� 17189（2番人気）�� 2773（15番人気）
3連複票数 計 355565 的中 ��� 6967（9番人気）
3連単票数 計 538190 的中 ��� 2004（49番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．1―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイエスポーラ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．1．26 中京2着

2011．3．17生 牡3鹿 母 ケイエスアカリ 母母 ダービーラブリネス 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔騎手変更〕 グランデラーゴ号の騎手丸田恭介は，病気のため城戸義政に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オートクレール号
（非抽選馬） 4頭 エアルーヴル号・クリノツネチャン号・サウンドシャカラカ号・シャンテクレール号

17016 6月15日 曇 重 （26函館1）第2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
1：42．0
1：41．7

重
不良

711 ジェイケイニュース 牡3栗 56 松田 大作小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 456＋ 61：46．9 9．7�
56 リ キ マ ル 牡3鹿 56 柴山 雄一北所 直人氏 高橋 義博 日高 高柳 隆男 490＋ 2 〃 クビ 23．4�
68 シーサイドバウンド 牡3芦 56 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454－ 61：47．11� 2．2�
44 ミキノブルーグラス 牡3鹿 56 津村 明秀谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 福岡 清 492± 01：47．2� 62．7�
813 シャッツクヴェレ 牡3青鹿 56

53 ▲小崎 綾也青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム B478＋ 21：47．83� 7．7�
11 	 ヴェントアウレオ 牡3栗 56 池添 謙一藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 474－ 21：48．01� 4．9	
45 スヴァラッシー 牝3青鹿54 吉田 隼人吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 436－ 6 〃 クビ 24．3

69 テイクトゥモロー 牡3鹿 56 横山 和生窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 468± 01：48．53 194．4�
22 バイザスターン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472－101：48．71� 4．6�
33 ラモンターニュ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�富田牧場 栗田 徹 浦河 富田牧場 468± 01：48．8クビ 283．0
57 サカジロハンサム 牡3栗 56 古川 吉洋ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 前田 宗将 508＋34 〃 クビ 93．2�
710 ゴールデンキャット 牡3黒鹿56 勝浦 正樹桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 石田牧場 532 ―1：49．12 31．7�
812 ラタンペットロゼ 牝3鹿 54 中谷 雄太嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 408－ 61：51．0大差 323．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，462，100円 複勝： 18，385，200円 枠連： 6，066，400円
馬連： 22，572，600円 馬単： 15，802，900円 ワイド： 12，201，400円
3連複： 32，055，900円 3連単： 54，702，600円 計： 177，249，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 210円 � 330円 � 130円 枠 連（5－7） 5，160円

馬 連 �� 6，190円 馬 単 �� 11，130円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 390円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 42，550円

票 数

単勝票数 計 154621 的中 � 12735（5番人気）
複勝票数 計 183852 的中 � 21121（4番人気）� 11159（6番人気）� 46952（1番人気）
枠連票数 計 60664 的中 （5－7） 911（20番人気）
馬連票数 計 225726 的中 �� 2825（19番人気）
馬単票数 計 158029 的中 �� 1064（34番人気）
ワイド票数 計 122014 的中 �� 2161（17番人気）�� 8805（3番人気）�� 3133（12番人気）
3連複票数 計 320559 的中 ��� 5545（14番人気）
3連単票数 計 547026 的中 ��� 932（130番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―12．1―13．4―13．4―12．2―12．8―12．6―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．8―43．2―56．6―1：08．8―1：21．6―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイニュース �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．6．16 函館6着

2011．3．20生 牡3栗 母 ジェイケイシャトル 母母 ピュアレディ 10戦1勝 賞金 6，400，000円
〔騎手変更〕 ジェイケイニュース号の騎手丸田恭介は，病気のため松田大作に変更。
※バイザスターン号・ラタンペットロゼ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17017 6月15日 曇 良 （26函館1）第2日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時10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
1：09．3
1：07．8

良
良

11 トウショウピスト 牡2鹿 54 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466 ―1：11．0 1．5�
45 クリノヤクマン 牡2鹿 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 466 ―1：11．42� 92．0�
56 ガールズライン 牝2芦 54 小林 徹弥吉永 清美氏 目野 哲也 新ひだか 松本牧場 466 ―1：11．61� 10．9�
68 ツェッペリン 牡2青鹿54 吉田 隼人窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 浦河小林牧場 430 ―1：12．13 59．5�
33 コスモピンパーネル 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 458 ―1：12．2� 14．0	
69 ゴールドエッグ 牡2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 448 ―1：12．41� 31．3

22 クリノテツマン 牡2栗 54 勝浦 正樹栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 堤 牧場 444 ― 〃 クビ 92．4�
44 パレススペシャル 牡2黒鹿54 横山 和生西村 豊氏 大江原 哲 白老 習志野牧場 456 ―1：12．72 65．8�
57 ル ミ ノ ー ソ 牡2鹿 54 黛 弘人桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 鳥谷 勝彦 468 ―1：12．91� 97．0
813 トーセンアスリート 牡2鹿 54 津村 明秀島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 478 ―1：13．43 70．8�
812 ティーベレヌス 牡2栗 54 菱田 裕二�高橋ファーム 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 452 ―1：13．71	 12．1�
711 シ テ ー ル 牡2鹿 54 田中 博康�ミルファーム 二本柳俊一 浦河 市正牧場 448 ―1：14．23 130．1�
710
 エクシードリミッツ 牝2栗 54 秋山真一郎吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney

Foods Ltd 462 ―1：14．51	 4．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，225，800円 複勝： 29，025，700円 枠連： 8，050，000円
馬連： 28，448，300円 馬単： 23，960，400円 ワイド： 16，114，000円
3連複： 37，312，100円 3連単： 74，498，900円 計： 238，635，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，170円 � 230円 枠 連（1－4） 2，670円

馬 連 �� 6，600円 馬 単 �� 8，590円

ワ イ ド �� 2，680円 �� 420円 �� 6，640円

3 連 複 ��� 13，710円 3 連 単 ��� 59，540円

票 数

単勝票数 計 212258 的中 � 112585（1番人気）
複勝票数 計 290257 的中 � 153235（1番人気）� 2779（11番人気）� 19645（3番人気）
枠連票数 計 80500 的中 （1－4） 2330（8番人気）
馬連票数 計 284483 的中 �� 3337（19番人気）
馬単票数 計 239604 的中 �� 2091（27番人気）
ワイド票数 計 161140 的中 �� 1470（23番人気）�� 10950（3番人気）�� 583（47番人気）
3連複票数 計 373121 的中 ��� 2041（39番人気）
3連単票数 計 744989 的中 ��� 907（141番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．2―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―47．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウピスト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2012．3．20生 牡2鹿 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 クリノテツマン号の騎手丸田恭介は，病気のため勝浦正樹に変更。
〔その他〕 エクシードリミッツ号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

17018 6月15日 曇 良 （26函館1）第2日 第6競走 ��1，800�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
1：46．0
1：43．9

良
良

510 クールジョーカー 牡3黒鹿56 菱田 裕二小林 久義氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 440－ 41：49．6 4．0�
11 ジャストヴィークル 牡3鹿 56 吉田 隼人大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 ハナ 4．4�
713 マルーンドロップ 牝3栗 54 勝浦 正樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 21：49．7クビ 6．7�
815 スズカグランデ 牡3栗 56 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 440－ 81：50．02 12．4�
35 コスモソラフネ 牡3芦 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 452＋10 〃 ハナ 10．8	
59 ケ レ ス 牝3黒鹿54 小林 徹弥杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 オリエント牧場 436± 01：50．42� 220．4

816 クリノキングムーン 牡3黒鹿 56

53 ▲小崎 綾也栗本 博晴氏 須貝 尚介 浦河 浦河小林牧場 434± 01：50．6� 17．1�
23 シ ッ プ ウ �3黒鹿56 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 470－16 〃 クビ 24．7�
714 ワンハンドカット �3鹿 56 黛 弘人丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 486＋181：50．7クビ 6．2
48 ヘッドライン 牡3鹿 56 藤田 伸二安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 480 ― 〃 ハナ 9．5�
47 テイエムトッピモン 牡3鹿 56 田中 博康竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 456＋ 41：50．8� 44．5�
611 ダッシュスライダー 牡3栗 56 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 450－ 81：50．9� 46．9�
612 トウショウワイルド 牡3鹿 56 古川 吉洋トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 424－ 2 〃 ハナ 119．3�
24 キシュウセリカ 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 436－101：51．96 124．1�
36 カヴァリエール �3鹿 56 西村 太一吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B472＋ 41：52．96 50．8�
12 ケンタウルス 牡3鹿 56 丸山 元気下河邉行信氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 460 ―1：55．5大差 85．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，830，600円 複勝： 20，717，000円 枠連： 9，363，000円
馬連： 25，619，500円 馬単： 16，004，400円 ワイド： 14，740，600円
3連複： 38，360，800円 3連単： 54，644，900円 計： 193，280，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 150円 � 180円 枠 連（1－5） 1，490円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 470円 �� 500円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 11，490円

票 数

単勝票数 計 138306 的中 � 27218（1番人気）
複勝票数 計 207170 的中 � 38795（2番人気）� 39056（1番人気）� 26740（3番人気）
枠連票数 計 93630 的中 （1－5） 4841（6番人気）
馬連票数 計 256195 的中 �� 14909（1番人気）
馬単票数 計 160044 的中 �� 4642（2番人気）
ワイド票数 計 147406 的中 �� 8069（1番人気）�� 7608（2番人気）�� 7010（3番人気）
3連複票数 計 383608 的中 ��� 13074（1番人気）
3連単票数 計 546449 的中 ��� 3447（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．2―12．5―13．0―12．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―34．9―47．1―59．6―1：12．6―1：25．1―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．0
1
3
1，16（4，8）9（5，11）（3，13）14，12，15，6－10，7－2
1，16（5，8）11，13（4，9）14，3（12，15）10，7－2＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クールジョーカー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．1．5 京都7着

2011．3．18生 牡3黒鹿 母 ピサノロマン 母母 ファーストセーラ 5戦1勝 賞金 5，350，000円
〔騎手変更〕 シップウ号の騎手丸田恭介は，病気のため岩田康誠に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンタウルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月15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 チェリージュビレ号・ラタンペットロゼ号



17019 6月15日 曇 重 （26函館1）第2日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

22 ケイティバローズ 牝4鹿 55 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B492＋ 61：44．7 4．0�
710 ナンヨーカノン 牝4青鹿55 藤田 伸二中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452－16 〃 ハナ 11．8�
711 ハヤブサペコチャン 牝4栗 55 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456－ 21：45．02 14．5�
813� ホッコーアムール 牝4青 55 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 458＋161：45．53 31．5�
44 タ プ ロ ー ム 牝4鹿 55 柴山 雄一清水 敏氏 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 502＋ 81：45．6クビ 67．0�
45 � フェリーチェレガロ 牝4黒鹿55 岩田 康誠平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 クビ 1．7�
812 リアライズクレア 牝5栗 55 水口 優也工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538＋ 41：46．13 80．8	
11 マミーテイラー 牝3鹿 52

49 ▲小崎 綾也 
キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490＋181：46．31� 14．0�
56 モンシュシュ 牝4鹿 55 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 500＋ 8 〃 クビ 8．5
33 ミ チ シ ル ベ 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 444＋ 61：46．72� 230．7�
68 � キシュウレパード 牝4黒鹿55 松岡 正海木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 442＋ 11：47．44 98．6�
69 ランミネルバ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政
高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 460＋161：47．82� 98．0�
（12頭）

57 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 丸山 元気日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，663，400円 複勝： 24，666，200円 枠連： 8，101，500円
馬連： 24，832，300円 馬単： 19，258，600円 ワイド： 14，540，600円
3連複： 35，147，200円 3連単： 61，573，300円 計： 206，783，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 340円 � 290円 枠 連（2－7） 1，320円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 590円 �� 650円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 21，560円

票 数

単勝票数 計 186634 的中 � 36707（2番人気）
複勝票数 計 246662 的中 � 41098（2番人気）� 16782（5番人気）� 21046（4番人気）
枠連票数 計 81015 的中 （2－7） 4733（5番人気）
馬連票数 計 248323 的中 �� 10172（8番人気）
馬単票数 計 192586 的中 �� 4105（12番人気）
ワイド票数 計 145406 的中 �� 6461（6番人気）�� 5815（8番人気）�� 2994（14番人気）
3連複票数 計 351472 的中 ��� 5079（16番人気）
3連単票数 計 615733 的中 ��� 2070（69番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．3―43．3―55．9―1：08．0―1：20．4―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイティバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．3．24 阪神5着

2010．1．30生 牝4鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes 13戦3勝 賞金 28，300，000円
〔出走取消〕 ハギノウィッシュ号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
※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 ホワイトアルバム号

17020 6月15日 曇 良 （26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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

47 ヴァイサーリッター 牡3芦 54 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 456－ 61：09．6 20．5�
36 マカゼコイカゼ 牝4鹿 55 岩田 康誠國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 436＋26 〃 クビ 20．3�
23 ウインネオルーラー 牡3黒鹿54 松岡 正海�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 486＋ 41：10．02� 2．9�
24 ホオポノポノ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ
ナル牧場 438＋14 〃 ハナ 14．6�

48 エ ク ス シ ア 牝3鹿 52
49 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 414＋141：10．1� 97．9�

611 プライマリーコード 牝3芦 52
49 ▲小崎 綾也 	キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 ハナ 4．3


59 クールジョジョ 牝3黒鹿52 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 432＋ 21：10．2クビ 27．0�
510 マイネパシオーネ 牝3栗 52 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 8 〃 クビ 8．5�
12 � イッセキニチョウ 牡5鹿 57 勝浦 正樹山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 458－ 41：10．3� 42．2
816 スマートマーチ 牝4鹿 55 丸山 元気大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 436± 01：10．61� 89．2�
11 アポロヌリー 	4芦 57

54 ▲長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 下河辺牧場 448－ 2 〃 クビ 78．5�
713 コパノハリー 牡3栗 54 柴山 雄一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 434－ 61：10．7クビ 50．8�
35 ミッキールドラ 牡4栗 57 横山 和生野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 494－ 2 〃 アタマ 16．0�
612 サビーナクレスタ 	3鹿 54 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 8 〃 クビ 18．3�
815 ロードメビウス 牡3鹿 54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 488± 01：10．8� 35．4�
714 ビップイシマツ 牡4青 57 松田 大作鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 480－ 21：11．43� 6．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，322，400円 複勝： 27，855，000円 枠連： 11，467，400円
馬連： 35，546，600円 馬単： 20，213，600円 ワイド： 20，235，400円
3連複： 49，728，800円 3連単： 76，473，500円 計： 259，842，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 400円 � 480円 � 160円 枠 連（3－4） 6，970円

馬 連 �� 18，400円 馬 単 �� 32，460円

ワ イ ド �� 6，120円 �� 1，020円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 18，570円 3 連 単 ��� 174，340円

票 数

単勝票数 計 183224 的中 � 7136（9番人気）
複勝票数 計 278550 的中 � 15467（5番人気）� 12348（8番人気）� 62129（1番人気）
枠連票数 計 114674 的中 （3－4） 1275（23番人気）
馬連票数 計 355466 的中 �� 1497（59番人気）
馬単票数 計 202136 的中 �� 467（100番人気）
ワイド票数 計 202354 的中 �� 824（65番人気）�� 5273（8番人気）�� 3347（15番人気）
3連複票数 計 497288 的中 ��� 2008（62番人気）
3連単票数 計 764735 的中 ��� 318（556番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．2―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．0
3 ・（5，7）（3，4，12）10（6，8，14）（9，16）（2，11）15－（13，1） 4 ・（5，7）（3，4，12）（6，10）（9，8，14）2（11，16）（13，15）1

勝馬の
紹 介

ヴァイサーリッター �
�
父 デュランダル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．6．23 函館3着

2011．3．2生 牡3芦 母 ブランシュネージュ 母母 フックライン 7戦2勝 賞金 15，500，000円
〔騎手変更〕 ホオポノポノ号の騎手丸田恭介は，病気のため城戸義政に変更。
※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 フィールドメジャー号



17021 6月15日 曇 重 （26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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

33 ミッキースマホ 牡4栗 57 岩田 康誠野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 472＋ 21：44．0 1．5�
68 マイネルハルカゼ 牡4鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 482－ 21：44．42� 4．9�
79 � タンスチョキン 牝4鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 474＋ 41：45．46 25．9�
811 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494± 0 〃 ハナ 23．1�
44 ハーストイーグル 牡4鹿 57 勝浦 正樹髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 506± 01：45．5� 8．2�
812 シ ナ ー ラ 牝4鹿 55 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 424－ 41：45．71� 81．8	
56 アドマイヤイバマ 牡4芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 61：45．91� 9．5

55 クレバーパルマ 牝4栗 55 松田 大作本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 432－ 61：46．11 35．4�
22 キセキノチャンス 牝4栗 55 秋山真一郎深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 490－ 21：46．31 50．7�
710� ミーシャレヴュー 牝5鹿 55

52 ▲小崎 綾也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 476－ 21：46．51 94．9

11 ル ー 牡4鹿 57 杉原 誠人武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 460＋ 61：47．03 138．4�
67 ヤマトツバキ 牝4鹿 55 津村 明秀河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 474± 01：47．85 238．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，722，800円 複勝： 78，032，700円 枠連： 11，344，600円
馬連： 41，583，200円 馬単： 35，631，800円 ワイド： 21，232，000円
3連複： 52，681，900円 3連単： 138，243，700円 計： 398，472，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 380円 枠 連（3－6） 270円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 170円 �� 700円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 4，460円

票 数

単勝票数 計 197228 的中 � 104174（1番人気）
複勝票数 計 780327 的中 � 605490（1番人気）� 51674（2番人気）� 9881（6番人気）
枠連票数 計 113446 的中 （3－6） 32261（1番人気）
馬連票数 計 415832 的中 �� 117402（1番人気）
馬単票数 計 356318 的中 �� 67574（1番人気）
ワイド票数 計 212320 的中 �� 41981（1番人気）�� 6626（8番人気）�� 3094（14番人気）
3連複票数 計 526819 的中 ��� 18512（5番人気）
3連単票数 計1382437 的中 ��� 22442（10番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．4―12．5―12．8―12．4―12．7―12．1―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．3―41．8―54．6―1：07．0―1：19．7―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

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4栗 母 サトルスマイル 母母 サトルチェンジ 10戦3勝 賞金 34，520，000円
〔騎手変更〕 キセキノチャンス号の騎手丸田恭介は，病気のため秋山真一郎に変更。
〔制裁〕 ハヤブサフィーバー号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※出走取消馬 マヤノカデンツァ号（疾病〔蕁麻疹〕のため）

17022 6月15日 曇 良 （26函館1）第2日 第10競走 ��
��2，000�

ゆ の か わ

湯 川 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 アウトオブシャドウ 牡4栗 57 岩田 康誠飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460＋ 22：01．5 1．7�
58 � メイショウテッサイ 牡6鹿 57 松岡 正海松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 496＋ 42：01．6	 23．6�
11 ブリリアントダンス 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 482－ 6 〃 アタマ 53．2�
34 タルトオポム 牡3黒鹿54 横山 和生窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 450＋ 82：01．81 14．2�
22 グランスエルテ 牡4栗 57 藤田 伸二 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 8 〃 クビ 7．4�
46 イントレピッド 牡4鹿 57 荻野 琢真会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 464± 0 〃 ハナ 19．6	
610 サイレントサタデー 牡5鹿 57 小崎 綾也吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 488－ 42：02．11	 12．0

813 ジェイケイネオ 牡4青鹿57 吉田 隼人小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 482－ 8 〃 クビ 22．4�
69 ネコタイショウ 牡4鹿 57 勝浦 正樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 442± 0 〃 ハナ 7．3�
57 ヒラボクファイター 牡4鹿 57 長岡 禎仁平田牧場 大竹 正博 浦河 高昭牧場 450－ 42：02．2	 91．1�
711 スティルレーベン 牡4鹿 57 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 478＋ 62：02．3
 136．6�
712 グレートヴァリュー 牡6黒鹿57 中谷 雄太小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 468－ 22：02．51 28．0�
814� パ ス テ ィ 牡5鹿 57 柴山 雄一坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 452＋ 52：02．71
 246．1�
45 マイネルアルティマ 牡5芦 57 菱田 裕二 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 480＋ 62：03．76 27．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，402，800円 複勝： 35，776，300円 枠連： 13，387，300円
馬連： 52，599，900円 馬単： 36，979，600円 ワイド： 28，584，800円
3連複： 74，753，600円 3連単： 136，117，300円 計： 402，601，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 310円 � 530円 枠 連（3－5） 1，210円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，230円 �� 5，010円

3 連 複 ��� 16，570円 3 連 単 ��� 47，300円

票 数

単勝票数 計 244028 的中 � 112278（1番人気）
複勝票数 計 357763 的中 � 115223（1番人気）� 23741（5番人気）� 12015（11番人気）
枠連票数 計 133873 的中 （3－5） 8542（4番人気）
馬連票数 計 525999 的中 �� 29794（5番人気）
馬単票数 計 369796 的中 �� 13372（7番人気）
ワイド票数 計 285848 的中 �� 15515（3番人気）�� 5885（11番人気）�� 1377（49番人気）
3連複票数 計 747536 的中 ��� 3383（51番人気）
3連単票数 計1361173 的中 ��� 2086（156番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．7―12．9―12．6―12．2―12．2―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．0―47．7―1：00．6―1：13．2―1：25．4―1：37．6―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アウトオブシャドウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2012．12．15 阪神4着

2010．2．9生 牡4栗 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 8戦3勝 賞金 26，450，000円
〔騎手変更〕 ジェイケイネオ号の騎手丸田恭介は，病気のため吉田隼人に変更。



17023 6月15日 曇 良 （26函館1）第2日 第11競走 ��
��1，200�U H B 杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

北海道文化放送賞（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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

36 ブルーストーン 牝3黒鹿52 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464＋ 61：09．1 7．3�

35 エ ポ ワ ス �6鹿 57 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 482－ 81：09．63 5．6�
713 エイシンオルドス 牝3栗 52 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 490＋ 41：09．7クビ 3．0�
815 ストロングロビン 牡8鹿 57 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 480－ 41：09．8	 46．8�
24 フリーアズアバード �6鹿 57 西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B476－ 2 〃 クビ 27．0�
11 ローズノーブル 牝5青 55 杉原 誠人 	キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 416－ 81：10．01
 18．6

816 ストークアンドレイ 牝4芦 55 藤田 伸二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 490＋ 2 〃 ハナ 5．4�
510 レヴァンタール �5鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 442－ 21：10．1� 90．8�
611 オオタニジムチョウ 牡5黒鹿57 竹之下智昭國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 450－ 8 〃 同着 116．7
47 シルヴァーグレイス 牝4鹿 55 秋山真一郎吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B438－16 〃 アタマ 5．7�
23 � レディオスソープ 牝6栗 55 勝浦 正樹大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 486－ 61：10．2クビ 95．3�
59 � カディーシャ 牝5栗 55 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 416－ 2 〃 ハナ 22．3�
714 ミライヘノカゼ 牡5鹿 57 村田 一誠三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B478± 01：10．3	 255．1�
12  ダークマレイン 牝5鹿 55 菱田 裕二門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 456＋ 21：10．4	 74．7�
48 メイショウヒデタダ 牡5黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 460－ 81：10．5� 30．7�
612 ベストブルーム 牡7鹿 57 津村 明秀横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 462－ 61：10．6� 56．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，468，900円 複勝： 60，859，600円 枠連： 32，669，000円
馬連： 147，225，200円 馬単： 77，519，800円 ワイド： 55，922，300円
3連複： 201，359，000円 3連単： 349，425，200円 計： 966，449，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 180円 � 140円 枠 連（3－3） 2，570円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 660円 �� 580円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 19，760円

票 数

単勝票数 計 414689 的中 � 44916（5番人気）
複勝票数 計 608596 的中 � 64630（4番人気）� 83385（2番人気）� 128180（1番人気）
枠連票数 計 326690 的中 （3－3） 9842（8番人気）
馬連票数 計1472252 的中 �� 52793（8番人気）
馬単票数 計 775198 的中 �� 13992（16番人気）
ワイド票数 計 559223 的中 �� 21018（5番人気）�� 24247（4番人気）�� 36934（2番人気）
3連複票数 計2013590 的中 ��� 56222（4番人気）
3連単票数 計3494252 的中 ��� 12815（39番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―11．8―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．0―46．8―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーストーン �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2013．7．20 福島1着

2011．3．19生 牝3黒鹿 母 オ ル ダ ニ ー 母母 Adonesque 8戦3勝 賞金 36，884，000円
〔騎手変更〕 ストロングロビン号の騎手丸田恭介は，病気のため木幡初広に変更。

17024 6月15日 曇 良 （26函館1）第2日 第12競走 ��1，800�
ゆ う ら っ ぷ

遊 楽 部 特 別
発走16時05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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

68 コスモスターター 牝4栗 55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 420± 01：49．1 60．7�
22 ディオジェーヌ 牝4鹿 55 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 アタマ 3．5�
57 ナイトブルーミング 牝4芦 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 448＋ 41：49．31� 26．9�
11 イルミナティ 牝4鹿 55 勝浦 正樹ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 484＋10 〃 クビ 3．1�
711 セトノフラッパー 牝4栗 55 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 430－141：49．51� 13．5�
33 モエレフルール 牝5黒鹿55 藤田 伸二中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 490＋ 61：49．71� 7．1	
812 シャドウカラーズ 牝3鹿 52 村田 一誠飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 454－ 41：49．8� 21．0

45 パシャドーラ 牝4鹿 55 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510＋ 81：50．01 5．6�
69 ハッピーベリンダ 牝3鹿 52 横山 和生窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 452＋ 41：50．31� 8．8�
44 フリティラリア 牝4芦 55 松田 大作有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 01：50．51� 92．5
710 アイズオンリー 牝4芦 55 杉原 誠人 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 490－241：50．92� 104．5�
813 クラシックマーク 牝3栗 52 松岡 正海小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 432＋ 21：51．0クビ 70．0�
56 スピカシチー 牝5鹿 55 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか 幌村牧場 442－ 51：51．53 148．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，581，100円 複勝： 54，069，700円 枠連： 19，859，700円
馬連： 82，982，700円 馬単： 49，860，000円 ワイド： 39，962，700円
3連複： 106，837，300円 3連単： 213，453，400円 計： 599，606，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，070円 複 勝 � 1，030円 � 180円 � 520円 枠 連（2－6） 1，430円

馬 連 �� 11，480円 馬 単 �� 27，720円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 6，930円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 45，990円 3 連 単 ��� 560，700円

票 数

単勝票数 計 325811 的中 � 4291（9番人気）
複勝票数 計 540697 的中 � 11311（9番人気）� 100989（2番人気）� 24167（8番人気）
枠連票数 計 198597 的中 （2－6） 10710（6番人気）
馬連票数 計 829827 的中 �� 5600（27番人気）
馬単票数 計 498600 的中 �� 1349（63番人気）
ワイド票数 計 399627 的中 �� 3541（26番人気）�� 1463（45番人気）�� 6405（18番人気）
3連複票数 計1068373 的中 ��� 1742（101番人気）
3連単票数 計2134534 的中 ��� 276（802番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．9―36．6―49．9―1：02．0―1：13．3―1：25．1―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモスターター �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2012．6．30 福島2着

2010．5．3生 牝4栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル 18戦2勝 賞金 22，451，000円
〔制裁〕 スピカシチー号の調教師中野栄治は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金50，000円。

３レース目



（26函館1）第2日 6月15日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 166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

164，610，000円
6，380，000円
1，410，000円
14，710，000円
59，028，000円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
255，583，100円
479，488，800円
140，402，200円
536，882，000円
356，308，300円
268，870，100円
735，519，000円
1，368，126，600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 4，141，180，100円

総入場人員 5，712名 （有料入場人員 5，161名）
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