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17001 6月20日 晴 良 （27函館1）第1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）

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
1：42．0
1：41．7

重
不良

57 スマートノエル 牝3鹿 54 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 462＋ 41：44．9 1．9�
44 ルノンキュール 牝3黒鹿54 杉原 誠人山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478－ 41：47．5大差 5．1�
813 ア サ バ ス カ 牝3黒鹿54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 81：47．6� 112．3�
11 トーセンルミナス 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか グランド牧場 424＋ 41：47．7� 12．7�
69 エヴリホープ 牝3栗 54 柴山 雄一�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 434＋ 21：48．33� 8．8	
710 パパラヴズマンボ 牝3青鹿54 黛 弘人
グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434± 01：48．93� 14．7�
56 ダイヤモンドバブル 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 462－ 61：49．11� 26．0�
45 ロックステップ 牝3鹿 54 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 490 ―1：49．3� 8．9
812 トゥーランドット 牝3栗 54 池添 謙一
髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 448＋ 61：50．36 19．2�
33 スカイワルツ 牝3栗 54 丹内 祐次岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 41：50．72� 148．5�
68 モンドリュミエール 牝3鹿 54 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 440± 01：51．01� 60．6�
22 ニシノアウリイ 牝3鹿 54 松田 大作西山 茂行氏 吉村 圭司 日高 西山牧場 450＋ 21：51．42� 26．6�
711 デルマオハツ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 藤本 友則 404－ 41：56．3大差 334．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，412，200円 複勝： 25，409，100円 枠連： 8，301，200円
馬連： 32，409，800円 馬単： 20，886，400円 ワイド： 20，911，300円
3連複： 46，620，300円 3連単： 70，462，600円 計： 241，412，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 1，400円 枠 連（4－5） 340円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，650円 �� 8，150円

3 連 複 ��� 18，550円 3 連 単 ��� 45，400円

票 数

単勝票数 計 164122 的中 � 68685（1番人気）
複勝票数 計 254091 的中 � 107782（1番人気）� 32314（2番人気）� 2249（11番人気）
枠連票数 計 83012 的中 （4－5） 18527（1番人気）
馬連票数 計 324098 的中 �� 41909（2番人気）
馬単票数 計 208864 的中 �� 17423（2番人気）
ワイド票数 計 209113 的中 �� 24411（2番人気）�� 1830（29番人気）�� 583（46番人気）
3連複票数 計 466203 的中 ��� 1884（48番人気）
3連単票数 計 704626 的中 ��� 1125（147番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．9―12．4―12．3―12．4―12．6―12．3―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．7―42．1―54．4―1：06．8―1：19．4―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートノエル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．12．27 阪神3着

2012．2．28生 牝3鹿 母 スマートパルス 母母 ファッションショー 5戦1勝 賞金 9，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥーランドット号・スカイワルツ号・モンドリュミエール号・ニシノアウリイ号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，平成27年7月20日まで平地競走に出走できない。
デルマオハツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月20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 デルマオコマ号

17002 6月20日 晴 良 （27函館1）第1日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10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
1：08．0
1：06．5

良
良

35 メッサーウイング 牝3栗 54 菱田 裕二野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム B436＋ 41：09．3 6．3�
24 エフティロビン 牡3鹿 56 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 434＋141：09．51� 93．1�
47 シ ン キ ロ ウ 牡3青鹿56 松田 大作野田 善己氏 高橋 義忠 新冠 中村 弘昭 452＋ 41：09．6� 6．1�
713 ダンツレガリア 牡3青 56 武 豊山元 哲二氏 本田 優 浦河 ガーベラパー

クスタツド 440－101：09．7クビ 4．9�
23 ナイスポジション 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 472＋ 61：09．8	 13．2�
510 ド ー テ 牝3鹿 54 柴山 雄一岡田 牧雄氏 菊川 正達 池田 小濱 正博 B436± 0 〃 クビ 30．2�
12 テンツクテン 牝3鹿 54 長岡 禎仁中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 380－ 81：10．01	 251．7	
48 シーユーアゲン 牡3鹿 56 黛 弘人浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞
湖 レイクヴィラファーム 420＋ 4 〃 アタマ 41．0

714 マイネルカルド 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 4 〃 ハナ 3．2�
36 チ ト セ チ ヨ 牝3鹿 54 小林 徹弥小嶋 將則氏 山内 研二 浦河 小島牧場 400－ 21：10．1クビ 192．2
11 エイプリルラヴ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 410＋12 〃 クビ 5．6�
59 エンジェルミナ 牝3鹿 54 丸山 元気森 保彦氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 410－ 21：10．2クビ 28．4�
815 ランドマークライト 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太青山 洋一氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 426－ 21：10．3	 229．6�
816 フィールドメーカー 牡3鹿 56 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 平取 北島牧場 530＋ 61：10．61� 181．7�
612 プレーゴブレッサ 牡3芦 56 田中 健大塚 亮一氏 浅見 秀一 新ひだか 飛野牧場 482＋ 61：10．81� 64．1�
611 ハッピーキャップ 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 61：10．9� 33．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，037，300円 複勝： 22，309，900円 枠連： 9，462，500円
馬連： 27，524，900円 馬単： 16，021，300円 ワイド： 18，405，300円
3連複： 39，726，700円 3連単： 52，737，800円 計： 200，225，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 2，410円 � 200円 枠 連（2－3） 3，990円

馬 連 �� 18，290円 馬 単 �� 33，840円

ワ イ ド �� 6，140円 �� 710円 �� 8，130円

3 連 複 ��� 26，060円 3 連 単 ��� 289，650円

票 数

単勝票数 計 140373 的中 � 17699（5番人気）
複勝票数 計 223099 的中 � 25414（5番人気）� 1856（12番人気）� 33355（3番人気）
枠連票数 計 94625 的中 （2－3） 1834（13番人気）
馬連票数 計 275249 的中 �� 1166（43番人気）
馬単票数 計 160213 的中 �� 355（84番人気）
ワイド票数 計 184053 的中 �� 748（45番人気）�� 7129（9番人気）�� 563（51番人気）
3連複票数 計 397267 的中 ��� 1143（84番人気）
3連単票数 計 527378 的中 ��� 132（659番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．1―11．5―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．8―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メッサーウイング �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．5 阪神6着

2012．5．11生 牝3栗 母 チアフルスマイル 母母 ゴールデンカラーズ 6戦1勝 賞金 5，350，000円
※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） 3頭 テイエムレジェンド号・ボンジュールチカラ号・ルールブルー号

第１回 函館競馬 第１日



17003 6月20日 晴 良 （27函館1）第1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
56．9

重
重

44 ウエスタンラムール 牡3黒鹿56 松田 大作西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 448＋ 2 59．1 4．9�
11 ラッキーダン 牡3黒鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B468＋ 8 59．42 11．4�
33 セイウンアワード 牡3鹿 56 岩田 康誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 512± 0 59．61� 13．9�
710 シャトルソニック 牡3鹿 56 吉田 隼人細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 476－ 6 59．7� 3．7�
811 エ ク レ ー ル 牝3鹿 54 武 豊前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 6 59．9� 3．9�
67 アグネスエピソード 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太渡辺公美子氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B460－ 61：00．21� 26．6�
56 ゴールドエッグ 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 478－ 21：00．3� 9．9	
55 ト エ ハ タ エ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹梶原 哲朗氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 B454± 0 〃 ハナ 6．5

812 トリアンドルス 牝3栗 54 勝浦 正樹ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 452－ 21：00．4� 16．5�
68 クロスザボーダー 牡3栗 56 杉原 誠人松田 整二氏 森田 直行 浦河 大北牧場 428± 01：00．5クビ 164．8�
22 ボタングラス 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 小島牧場 390－ 81：01．77 181．7
79 リ ッ フ ェ ル 牝3鹿 54 長岡 禎仁�下河辺牧場 大江原 哲 日高 下河辺牧場 438－ 61：02．65 291．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，088，700円 複勝： 27，372，100円 枠連： 8，080，800円
馬連： 32，289，300円 馬単： 19，783，800円 ワイド： 22，438，400円
3連複： 44，156，100円 3連単： 64，983，500円 計： 237，192，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 300円 � 320円 枠 連（1－4） 2，590円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，230円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 9，740円 3 連 単 ��� 47，970円

票 数

単勝票数 計 180887 的中 � 29288（3番人気）
複勝票数 計 273721 的中 � 38523（4番人気）� 23047（6番人気）� 20924（7番人気）
枠連票数 計 80808 的中 （1－4） 2418（13番人気）
馬連票数 計 322893 的中 �� 9997（9番人気）
馬単票数 計 197838 的中 �� 2987（20番人気）
ワイド票数 計 224384 的中 �� 6400（9番人気）�� 4683（16番人気）�� 2654（27番人気）
3連複票数 計 441561 的中 ��� 3400（38番人気）
3連単票数 計 649835 的中 ��� 982（189番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．5―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンラムール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．11．2 京都7着

2012．4．26生 牡3黒鹿 母 ウエスタンクィーン 母母 ウエスタンシャープ 10戦1勝 賞金 14，500，000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 アスターロマーネ号

17004 6月20日 晴 良 （27函館1）第1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

22 マコトグランドゥ 牡3栗 56 荻野 琢真�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 466＋ 61：47．0 8．7�
56 メイショウテンロウ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好�氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 474＋ 41：47．31� 14．8�
33 ゴットモーニング �3鹿 56 田中 健後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 高橋フアーム 436－ 61：47．4� 9．9�
11 ワールドレジェンド 牡3栗 56 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 472± 0 〃 クビ 1．7�
710 トーセンジャズ 牡3黒鹿56 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 466± 01：47．82� 110．8	
812 スカイロケット 牡3青鹿56 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 日高 前川ファーム 508＋ 41：48．33 17．3

44 ミスズミラクル 牡3黒鹿56 菱田 裕二永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 466－121：48．83 66．6�
45 カフェライジング 牡3鹿 56 四位 洋文西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 512 ―1：48．9� 36．8�
813 バ イ カ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西森 鶴氏 高橋 義博 新ひだか ニシケンフアーム 520－ 81：49．32� 28．8
69 コンゴウヒーロー 牡3芦 56

53 ▲城戸 義政金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 本桐牧場 540＋ 41：49．4クビ 75．0�
711 ディープブルー 牡3青鹿 56

53 ▲加藤 祥太深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 420－ 2 〃 クビ 6．3�
68 モズドゥーチェ 牡3青鹿56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 中尾 秀正 日高 目黒牧場 490－ 21：49．82� 58．2�
57 カネトシバリアント 牡3栗 56 柴山 雄一兼松 利男氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 478＋121：51．6大差 14．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，220，900円 複勝： 29，451，100円 枠連： 8，872，100円
馬連： 28，259，000円 馬単： 21，383，300円 ワイド： 24，820，900円
3連複： 37，422，800円 3連単： 65，554，700円 計： 233，984，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 330円 � 510円 � 310円 枠 連（2－5） 3，930円

馬 連 �� 5，460円 馬 単 �� 9，710円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，060円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 10，790円 3 連 単 ��� 61，240円

票 数

単勝票数 計 182209 的中 � 16707（3番人気）
複勝票数 計 294511 的中 � 23832（4番人気）� 14086（6番人気）� 26637（3番人気）
枠連票数 計 88721 的中 （2－5） 1746（15番人気）
馬連票数 計 282590 的中 �� 4010（16番人気）
馬単票数 計 213833 的中 �� 1650（27番人気）
ワイド票数 計 248209 的中 �� 3654（13番人気）�� 6149（8番人気）�� 3153（16番人気）
3連複票数 計 374228 的中 ��� 2601（35番人気）
3連単票数 計 655547 的中 ��� 776（176番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．9―12．9―13．2―12．5―12．6―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．5―42．4―55．6―1：08．1―1：20．7―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マコトグランドゥ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．29 京都3着

2012．4．28生 牡3栗 母 マコトエンエン 母母 ケアフルタイミング 8戦1勝 賞金 8，950，000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 クラッチパット号・ジェイエルフリート号



17005 6月20日 晴 良 （27函館1）第1日 第5競走 ��1，000�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
57．2
55．4

良
良

66 アルマククナ 牝2鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 412 ― 58．0 3．8�
33 アムールブラン 牝2芦 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 470 ― 58．31� 11．2�
11 ウェルノーテッド 牝2黒鹿54 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 426 ― 〃 アタマ 2．3�
77 アイファーヴリル 牡2栗 54 古川 吉洋中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 432 ― 58．51 15．4�
22 ネクストヒロイン 牝2鹿 54 嶋田 純次 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436 ― 58．92� 90．1�
44 シゲルムロアジ 牡2青鹿54 武 豊森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 484 ― 〃 ハナ 5．1	
78 クラウンエイトドア 牡2鹿 54 黛 弘人矢野 恭裕氏 栗田 徹 青森 今川 満良 414 ― 59．0� 18．4

55 カ タ オ モ イ 牝2鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 422 ― 59．31� 41．0�
810 アズミノニフクカゼ 牡2栗 54 柴山 雄一芳賀 克也氏 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 460 ― 59．83 29．5�
89 ミザントロープ 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹古賀 慎一氏 谷原 義明 新ひだか 西村 和夫 410 ―1：00．75 34．4
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，953，700円 複勝： 20，053，600円 枠連： 7，809，800円
馬連： 29，147，000円 馬単： 21，389，100円 ワイド： 15，887，000円
3連複： 37，735，700円 3連単： 72，503，100円 計： 229，479，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（3－6） 2，240円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 550円 �� 210円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 11，540円

票 数

単勝票数 計 249537 的中 � 54284（2番人気）
複勝票数 計 200536 的中 � 51296（2番人気）� 24834（4番人気）� 53078（1番人気）
枠連票数 計 78098 的中 （3－6） 2698（9番人気）
馬連票数 計 291470 的中 �� 10365（6番人気）
馬単票数 計 213891 的中 �� 4942（10番人気）
ワイド票数 計 158870 的中 �� 6583（7番人気）�� 22231（1番人気）�� 8699（4番人気）
3連複票数 計 377357 的中 ��� 21733（2番人気）
3連単票数 計 725031 的中 ��� 4554（28番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．4―34．9―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマククナ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2013．4．17生 牝2鹿 母 トップキララ 母母 ヒシスイフト 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17006 6月20日 晴 良 （27函館1）第1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 1，500，000
1，500，000

円
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

611� セプティエーム 牡3芦 56 丸山 元気吉田 和美氏 池添 学 米
Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

486＋ 62：01．4 5．4�
48 アグネスマクシム 牝3栗 54 丸田 恭介渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 444－ 22：01．5	 28．3�
612 ウインアーマー 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 6 〃 同着 3．2�
35 ビセックスタイル 牝3栗 54 武 豊前田 幸治氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 82：01．71
 8．2�
816 マンハッタンキング 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 ハナ 4．6	
11 サトノファンタス 牡3鹿 56 三浦 皇成里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 410－12 〃 クビ 15．0

24 コスモデレガンス 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B412＋ 62：01．91
 18．8�
36 メイショウデコイ 牝3栗 54 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 422－ 22：02．0クビ 47．3�
510 コスモサンズサン 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹 �ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 大北牧場 460＋ 62：02．31� 76．1
714 ラインキュート 牝3栗 54 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 428＋ 42：02．51	 282．9�
713 エアシーラン 牡3黒鹿56 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 474－ 82：03．13	 104．0�
12 アキトビーナス 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太岡田 昭利氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 454＋ 22：03．52	 46．3�
59 アコルダージュ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 ハナ 68．8�
815 ノーススウェル 牝3黒鹿54 小林 徹弥 �ダイヤモンドファーム 浅野洋一郎 浦河 北俣牧場 398＋102：04．88 545．5�
47 ミュゼフローレンス 牝3黒鹿54 柴山 雄一髙橋 仁氏 高市 圭二 新ひだか 水上 習孝 B498＋ 82：06．39 36．8�
23 ゴールドグローリー 牝3栗 54 菱田 裕二居城 要氏 西村 真幸 新冠 北勝ファーム 502＋142：06．51
 6．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，115，600円 複勝： 24，051，900円 枠連： 10，879，900円
馬連： 30，722，800円 馬単： 17，621，600円 ワイド： 19，157，600円
3連複： 40，252，800円 3連単： 55，710，600円 計： 215，512，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 �
�

480円
150円 枠 連（4－6）（6－6）

700円
460円

馬 連 ��
��

3，570円
470円 馬 単 ��

��
4，440円
960円

ワ イ ド ��
��

2，360円
370円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ���
���

22，750円
11，230円

票 数

単勝票数 計 171156 的中 � 24946（3番人気）
複勝票数 計 240519 的中 � 41062（3番人気）� 9343（8番人気）� 47849（1番人気）
枠連票数 計 108799 的中 （4－6） 5781（5番人気）（6－6） 9469（3番人気）
馬連票数 計 307228 的中 �� 3070（24番人気）�� 27173（2番人気）
馬単票数 計 176216 的中 �� 1440（33番人気）�� 7046（4番人気）
ワイド票数 計 191576 的中 �� 1940（26番人気）�� 15048（2番人気）�� 3000（19番人気）
3連複票数 計 402528 的中 ��� 5176（16番人気）
3連単票数 計 557106 的中 ��� 886（138番人気） ��� 1801（51番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．3―12．8―12．8―12．5―12．7―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．0―34．3―46．6―59．4―1：12．2―1：24．7―1：37．4―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3
・（3，13）（2，7）－（5，11）10（6，12）4（8，16）（14，9）15－1・（3，13，12）（2，11）（5，10）（6，7）（4，16）8（1，14）9，15

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

勝馬の
紹 介

�セプティエーム �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Strong Contender デビュー 2014．10．18 京都5着

2012．2．19生 牡3芦 母 Some Pretender 母母 Cloud’s Ambre 9戦1勝 賞金 9，300，000円
〔制裁〕 サトノファンタス号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 ミュゼフローレンス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

ゴールドグローリー号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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〕 ミュゼフローレンス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年7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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 マイネルインプレス号・マイネルクレイモア号
（非抽選馬） 3頭 エドノジョンソン号・シーザーバローズ号・メモリーオブハース号



17007 6月20日 晴 良 （27函館1）第1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 5，250，000
5，250，000

円
円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

11 オルフィーク 牝3青鹿 52
49 ▲井上 敏樹加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 484± 0 59．3 2．6�

56 トウショウデュエル 牡3栗 54
51 ▲加藤 祥太トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502－ 4 〃 同着 12．0�

79 ディアゴッホ 牡4栗 57 三浦 皇成ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 522－ 4 59．4� 3．4�
55 モリトブイコール �7栗 57 杉原 誠人石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 484＋ 2 59．61� 40．8�
812 リッシンロケット 牡5芦 57 吉田 隼人小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 466－ 6 〃 ハナ 13．4�
22 タマモエスカルゴ 牝4青鹿 55

52 ▲城戸 義政タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B462－ 4 59．81� 74．1	
811 ブルーガーディアン 牡3黒鹿54 古川 吉洋 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 474＋ 41：00．12 13．1

33 ジギースンナー 牝4青鹿55 勝浦 正樹佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 B474＋ 41：00．41	 16．9�
44 
 リネンハピネス 牝4栗 55 黛 弘人戸山 光男氏 南田美知雄 登別 ユートピア牧場 448＋14 〃 クビ 142．4�
67 
 カワキタグロワール 牡4栗 57 丸田 恭介川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 480－ 7 〃 アタマ 118．5
68 ダイワコンシード 牝4鹿 55 川須 栄彦大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 B498＋ 61：00．61 20．5�
710 サカダッシュ 牡3鹿 54 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 484＋ 61：01．34 5．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，519，600円 複勝： 23，295，600円 枠連： 9，568，200円
馬連： 32，408，400円 馬単： 20，051，300円 ワイド： 21，174，400円
3連複： 43，862，000円 3連単： 67，918，500円 計： 237，798，000円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

160円
450円 複 勝 �

�
140円
210円 � 130円 枠 連（1－5） 1，550円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 ��
��

1，390円
2，440円

ワ イ ド �� 690円 ��
��

180円
520円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ���
���

5，050円
7，610円

票 数

単勝票数 計 195196 的中 � 59732（1番人気）� 12961（4番人気）
複勝票数 計 232956 的中 � 46706（2番人気）� 21055（5番人気）� 55187（1番人気）
枠連票数 計 95682 的中 （1－5） 4776（6番人気）
馬連票数 計 324084 的中 �� 14851（7番人気）
馬単票数 計 200513 的中 �� 5455（9番人気）�� 3040（20番人気）
ワイド票数 計 211744 的中 �� 6619（9番人気）�� 36763（1番人気）�� 9247（5番人気）
3連複票数 計 438620 的中 ��� 17539（4番人気）
3連単票数 計 679185 的中 ��� 4883（20番人気）��� 3227（40番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―12．5―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オルフィーク �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2014．6．8 東京15着

2012．4．3生 牝3青鹿 母 バ デ ィ 母母 ウエストバイノースウエスト 14戦2勝 賞金 19，650，000円
トウショウデュエル �

�
父 ローエングリン �

�
母父 ダイタクヘリオス デビュー 2015．2．7 東京7着

2012．4．25生 牡3栗 母 ヘヴントウショウ 母母 ダンシントウショウ 7戦2勝 賞金 14，300，000円
※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 エムオーマジック号・オリオンザプラズマ号・カシノキングダム号・キャプレット号・コスモピンチョス号・

ワイエムテイラー号

17008 6月20日 晴 良 （27函館1）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

56 ダイヤモンドハイ 牝4鹿 55 武 豊布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 444＋ 41：08．3 4．8�
11 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 57 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 474－ 21：08．51� 5．2�
812 トゥルームーン 牝3鹿 52 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 472＋ 6 〃 ハナ 5．1�
45 トロピカルガーデン 牝3鹿 52 三浦 皇成田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 470＋ 8 〃 アタマ 6．9�
813 ビリーヴザワン �4鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 41：08．71� 38．0�
33 フィボナッチ 牡5鹿 57 柴山 雄一水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 472－ 61：08．91 40．6�
57 トーセンシルエット 牝4芦 55

52 ▲井上 敏樹島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム B470＋14 〃 クビ 29．7


68 アリュージョン 牝4鹿 55 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－141：09．11� 2．9�

69 デンコウウノ 牡4鹿 57 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 474－ 6 〃 クビ 57．1�
44 ディアプリンセス 牝5黒鹿55 荻野 琢真栗本 博晴氏 飯田 雄三 日高 松平牧場 466＋221：09．31� 262．2
22 マカゼコイカゼ 牝5鹿 55 四位 洋文國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 438＋ 2 〃 クビ 31．9�
711 アイネクライネ 牝5芦 55 勝浦 正樹田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 有限会社

松田牧場 466± 01：09．83 45．4�
710 ユアメモリー 牝4青鹿55 田中 健�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 456＋10 〃 アタマ 120．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，995，800円 複勝： 26，338，500円 枠連： 8，649，600円
馬連： 38，426，200円 馬単： 20，937，000円 ワイド： 23，216，500円
3連複： 44，708，900円 3連単： 72，427，200円 計： 254，699，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 190円 � 160円 枠 連（1－5） 1，390円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 550円 �� 400円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 13，180円

票 数

単勝票数 計 199958 的中 � 33179（2番人気）
複勝票数 計 263385 的中 � 39594（3番人気）� 34283（5番人気）� 43849（2番人気）
枠連票数 計 86496 的中 （1－5） 4791（6番人気）
馬連票数 計 384262 的中 �� 17841（7番人気）
馬単票数 計 209370 的中 �� 5337（12番人気）
ワイド票数 計 232165 的中 �� 10672（7番人気）�� 15316（3番人気）�� 9888（9番人気）
3連複票数 計 447089 的中 ��� 12092（8番人気）
3連単票数 計 724272 的中 ��� 3982（39番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．1―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイヤモンドハイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．10．5 京都2着

2011．4．16生 牝4鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 22戦3勝 賞金 36，700，000円



17009 6月20日 晴 良 （27函館1）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

57 � キ ャ ン バ ス �4栗 57 四位 洋文水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 468± 01：44．8 3．7�
710 ティーポイズン 牡4栗 57 柴山 雄一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 502－ 61：45．11� 5．5�
33 ヴィータアレグリア 牝4黒鹿55 勝浦 正樹 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 460＋101：45．2クビ 14．2�
56 タマモネイヴィー 牡4鹿 57 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B506＋ 6 〃 ハナ 4．4�
69 インテグラード 牡4青鹿57 黛 弘人�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484＋161：46．15 61．6	
45 マルカライン 牡3栗 54 秋山真一郎日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 502± 01：46．84 5．5

812 マウントハレアカラ 牡3鹿 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 456± 0 〃 アタマ 16．3�
11 � ジャストヴィークル 牡4鹿 57 松田 大作大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520－ 41：47．01 13．3�
44 コスモバーダン 牡3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 478－10 〃 クビ 67．6
813 オ レ ア リ ア 牡5黒鹿57 菱田 裕二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 508＋12 〃 ハナ 42．9�
711 アクアマリンブレス 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：47．1	 8．8�
68 � ワイドショー 牝4鹿 55 吉田 隼人安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 494＋121：47．73	 70．4�
22 グランデコマンド 牡3鹿 54

51 ▲加藤 祥太 �グランデオーナーズ 高橋 康之 鹿児島 吉永ファーム 470± 01：48．65 97．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，045，000円 複勝： 32，472，400円 枠連： 14，884，500円
馬連： 45，196，500円 馬単： 23，575，400円 ワイド： 26，667，400円
3連複： 56，976，500円 3連単： 83，891，400円 計： 307，709，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 160円 � 320円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，470円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 6，220円 3 連 単 ��� 19，530円

票 数

単勝票数 計 240450 的中 � 51280（1番人気）
複勝票数 計 324724 的中 � 59609（1番人気）� 56096（2番人気）� 20275（7番人気）
枠連票数 計 148845 的中 （5－7） 32326（1番人気）
馬連票数 計 451965 的中 �� 30777（1番人気）
馬単票数 計 235754 的中 �� 8204（2番人気）
ワイド票数 計 266674 的中 �� 17949（1番人気）�� 4422（23番人気）�� 5219（20番人気）
3連複票数 計 569765 的中 ��� 6864（24番人気）
3連単票数 計 838914 的中 ��� 3114（47番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．0―42．5―55．0―1：07．0―1：19．3―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キ ャ ン バ ス �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 フォーティナイナー

2011．4．15生 �4栗 母 フォーティカラーズ 母母 ダンジグカラーズ 5戦2勝 賞金 15，000，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 セイントチャンス号・ミキノノボリリュウ号

17010 6月20日 晴 良 （27函館1）第1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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
2：39．4
2：37．3

良
良

612 シークレットパス 牡4芦 57 木幡 初広岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 22：38．7レコード 21．1�
35 トゥインクル 牡4栗 57 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 460± 02：38．8� 6．0�
24 	 モンテエクリプス 牡6鹿 57 三浦 皇成毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 448－12 〃 クビ 27．7�
510 ボ ル ド ネ ス 牡3鹿 53 柴山 雄一�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 490－ 42：38．9� 6．2�
36 ペンタトニック 牡4栗 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500＋16 〃 ハナ 5．8�
48 マッチボックス 牡4黒鹿57 四位 洋文薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 512＋ 4 〃 ハナ 3．6	
12 スズカステイボーイ 牡3鹿 53 加藤 祥太永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B444＋ 62：39．0クビ 70．4

611 プレイヤーハウス 牡3鹿 53 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 450＋ 22：39．21
 34．7�
59 キネオワールド 牡4黒鹿57 丸山 元気吉田 千津氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：39．3� 24．6�
713	 デンコウウンリュウ 牡5鹿 57 丸田 恭介田中 康弘氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 522＋ 2 〃 クビ 211．8
816	 スリーヴェローチェ 牡6鹿 57 武 豊永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 462＋ 22：39．4クビ 16．4�
23 ウインレーベン 牡4青鹿57 丹内 祐次�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 446－ 82：40．25 5．4�
47 ステラストリーム 牡4黒鹿57 長岡 禎仁 �キャロットファーム 竹内 正洋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 82：40．3クビ 41．3�
714 チェイスザゴールド 牡5鹿 57 酒井 学前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 542－ 22：40．4� 82．8�
815 アルマセクレタ 牡4鹿 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 日高 日高大洋牧場 508－122：41．99 54．0�
11 	 リッカタキシード �8黒鹿57 吉田 隼人立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 456＋ 42：43．28 112．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，158，500円 複勝： 40，601，700円 枠連： 16，921，200円
馬連： 57，906，700円 馬単： 29，273，400円 ワイド： 34，554，700円
3連複： 79，859，400円 3連単： 110，917，800円 計： 395，193，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 480円 � 240円 � 960円 枠 連（3－6） 1，810円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 14，890円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 5，540円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 36，670円 3 連 単 ��� 251，290円

票 数

単勝票数 計 251585 的中 � 9510（7番人気）
複勝票数 計 406017 的中 � 21319（7番人気）� 50927（4番人気）� 9746（10番人気）
枠連票数 計 169212 的中 （3－6） 7229（8番人気）
馬連票数 計 579067 的中 �� 8659（16番人気）
馬単票数 計 292734 的中 �� 1474（53番人気）
ワイド票数 計 345547 的中 �� 5055（17番人気）�� 1588（54番人気）�� 2845（31番人気）
3連複票数 計 798594 的中 ��� 1633（106番人気）
3連単票数 計1109178 的中 ��� 320（675番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．3―12．2―11．9―12．3―12．4―12．4―12．0―12．0―12．0―12．2―12．3

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―24．7―37．0―49．2―1：01．1―1：13．4―1：25．8―1：38．2―1：50．2―2：02．2―2：14．2―2：26．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シークレットパス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．24 東京10着

2011．5．9生 牡4芦 母 フサイチディコルサ 母母 タイシンリリイ 14戦3勝 賞金 27，020，000円



17011 6月20日 晴 良 （27函館1）第1日 第11競走 ��
��1，200�H T 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

北海道テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：08．0
1：06．5

良
良

612 ラヴァーズポイント 牝5青鹿55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 496＋ 81：08．5 36．8�
816 アンブリカル 牝3青鹿52 丸田 恭介上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 434± 01：08．6� 21．2�
815 エイシンオルドス 牝4栗 55 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 B502＋ 4 〃 ハナ 11．8�
12 オオタニジムチョウ 牡6黒鹿57 四位 洋文國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 462＋ 41：08．81	 38．5�
24 ポルボローネ 牝3栗 52 吉田 隼人小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 416－ 4 〃 アタマ 8．8�
48 スリーカーニバル 牝5鹿 55 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 478＋ 2 〃 ハナ 8．6	
11 モズハツコイ 牝4芦 55 菱田 裕二 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 458－ 6 〃 アタマ 5．3

59 ダノンマッキンレー 牡4栗 57 松田 大作�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 500＋ 4 〃 クビ 6．7�
35 ホッコーサラスター 牝4鹿 55 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 468＋121：08．9クビ 11．3�
714 タンブルブルータス 牡6鹿 57 荻野 琢真ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 496± 01：09．0� 146．0
713 マジックシャトル 牡3栗 54 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 494＋ 4 〃 クビ 6．0�
36 ラインハート 牝4鹿 55 三浦 皇成 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B462－ 4 〃 アタマ 8．2�
23 
 カディーシャ 牝6栗 55 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 B424＋ 21：09．21 70．7�
510 ジョージジョージ 牡5栗 57 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 460－16 〃 クビ 193．3�
611 キッズライトオン 牡3栗 54 武 豊瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412－ 81：09．3� 17．1�
47 ストークアンドレイ 牝5芦 55 小林 徹弥本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 474－ 41：09．93� 22．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，802，000円 複勝： 68，290，400円 枠連： 39，713，700円
馬連： 167，279，500円 馬単： 69，548，800円 ワイド： 76，641，400円
3連複： 243，999，800円 3連単： 331，002，800円 計： 1，040，278，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，680円 複 勝 � 1，190円 � 810円 � 430円 枠 連（6－8） 3，350円

馬 連 �� 46，200円 馬 単 �� 95，180円

ワ イ ド �� 14，430円 �� 7，440円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 145，460円 3 連 単 ��� 1，153，730円

票 数

単勝票数 計 438020 的中 � 9500（12番人気）
複勝票数 計 682904 的中 � 14458（13番人気）� 21749（11番人気）� 44752（8番人気）
枠連票数 計 397137 的中 （6－8） 9175（20番人気）
馬連票数 計1672795 的中 �� 2806（84番人気）
馬単票数 計 695488 的中 �� 548（177番人気）
ワイド票数 計 766414 的中 �� 1359（93番人気）�� 2650（75番人気）�� 7087（37番人気）
3連複票数 計2439998 的中 ��� 1258（318番人気）
3連単票数 計3310028 的中 ��� 208（2072番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴァーズポイント �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．8．18 小倉1着

2010．3．27生 牝5青鹿 母 ハートフルシフォン 母母 エンプレスシヨウワ 23戦4勝 賞金 72，646，000円
※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） 1頭 ファインスカイ号
（非抽選馬） 2頭 アンウォンド号・ヤマニンカヴァリエ号

17012 6月20日 晴 良 （27函館1）第1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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

714 ア カ ネ イ ロ 牝4栗 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：48．2 3．1�
12 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 55 古川 吉洋江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 502－ 41：48．73 6．4�
815 アドマイヤアロマ 牝4栗 55 菱田 裕二近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 458＋161：48．8� 16．7�
612 プラチナテーラー 牝5鹿 55 丸田 恭介中西 浩一氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 8 〃 ハナ 61．1�
510 ホワイトエレガンス 牝3芦 52 村田 一誠嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 472＋14 〃 アタマ 10．7�
24 マルーンドロップ 牝4栗 55 黛 弘人 	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 462＋ 11：48．9� 42．3

11 � クリノチョモラーリ 牝5栗 55 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 464－ 41：49．0� 88．5�
35 ビーウィッチド 牝3鹿 52 木幡 初広	G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 440＋ 2 〃 クビ 15．4�
47 サウスキャロライナ 牝3青鹿52 三浦 皇成窪田 康志氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 448－ 41：49．1� 13．2
611 ナイトブルーミング 牝5芦 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 448－ 81：49．2クビ 18．8�
48 フラッシュバイオ 牝4鹿 55 松田 大作バイオ	 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 ハナ 11．1�
23 ビーナスオンシェル 牝7鹿 55 田中 博康大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 494＋101：49．3� 206．4�
816 ベーリングメファ 牝3栗 52 四位 洋文手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 444＋ 81：49．51	 54．4�
36 ピサノナイトレイ 牝4鹿 55 池添 謙一市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 454＋ 2 〃 クビ 35．2�
713� グローバルシップ 牝4栗 55 長岡 禎仁 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B436－ 41：50．13� 372．3�
59 エアマチュール 牝4青鹿55 岩田 康誠 	ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452＋ 21：56．6大差 4．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，632，400円 複勝： 50，651，100円 枠連： 23，143，900円
馬連： 84，658，500円 馬単： 39，969，400円 ワイド： 46，260，600円
3連複： 109，311，900円 3連単： 157，040，800円 計： 545，668，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 240円 � 350円 枠 連（1－7） 1，580円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 680円 �� 830円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 24，550円

票 数

単勝票数 計 346324 的中 � 87671（1番人気）
複勝票数 計 506511 的中 � 111089（1番人気）� 50466（3番人気）� 30916（8番人気）
枠連票数 計 231439 的中 （1－7） 11315（6番人気）
馬連票数 計 846585 的中 �� 41859（2番人気）
馬単票数 計 399694 的中 �� 10135（5番人気）
ワイド票数 計 462606 的中 �� 18179（4番人気）�� 14520（6番人気）�� 5867（24番人気）
3連複票数 計1093119 的中 ��� 13291（14番人気）
3連単票数 計1570408 的中 ��� 4637（45番人気）

ハロンタイム 11．9―11．3―12．3―12．6―12．4―12．1―11．9―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．9―23．2―35．5―48．1―1：00．5―1：12．6―1：24．5―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア カ ネ イ ロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京3着

2011．5．14生 牝4栗 母 マチカネエンジイロ 母母 マチカネササメユキ 10戦3勝 賞金 36，741，000円
〔その他〕 エアマチュール号は，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〕 エアマチュール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年7月20日まで出走できない。



（27函館1）第1日 6月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

168，400，000円
2，120，000円
7，860，000円
1，670，000円
14，670，000円
60，736，000円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
275，981，700円
390，297，400円
166，287，400円
606，228，600円
320，440，800円
350，135，500円
824，632，900円
1，205，150，800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 4，139，155，100円

総入場人員 5，562名 （有料入場人員 4，923名）
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