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17013 6月21日 晴 良 （27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

68 マイネルライヒ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 536－ 41：47．2 3．3�

11 ノーブルクリスタル 牡3鹿 56 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 476± 01：47．51� 16．3�
57 マルカジャーニー 牡3栗 56 藤岡 康太日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 信成牧場 492 ―1：47．92� 20．6�
710 ガンクラブチェック 牡3鹿 56 岩田 康誠�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496± 01：48．11� 7．1�
812 サンチュータ 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 小野 次郎 日高 賀張中川牧場 472－ 6 〃 アタマ 13．5�
45 エスティサプライズ 牝3栗 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 428＋14 〃 クビ 40．9

22 バ イ レ 牝3芦 54 三浦 皇成 	フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：48．41� 3．5�
44 ヤマイチシンバ 牡3鹿 56 和田 竜二坂本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 競優牧場 500－ 41：48．5� 4．6�
69 シゲルエイサー 牡3栗 56 古川 吉洋森中 蕃氏 武田 博 日高 中前牧場 470＋ 61：48．71� 25．3
711 ニットウソレイユ 牡3鹿 56 柴山 雄一藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 500± 0 〃 クビ 56．6�
56 マジックボーイ 牡3鹿 56 丸山 元気	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468＋ 21：49．02 30．8�
813 ボ ブ 牡3青鹿 56

53 ▲城戸 義政村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 賀張中川牧場 470＋ 41：49．74 177．9�
33 アサクサキンボシ 牡3黒鹿56 黛 弘人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 450＋ 21：51．8大差 113．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，966，500円 複勝： 23，285，100円 枠連： 7，534，800円
馬連： 33，467，800円 馬単： 20，329，000円 ワイド： 19，621，600円
3連複： 49，088，300円 3連単： 71，518，500円 計： 238，811，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 390円 � 420円 枠 連（1－6） 2，390円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，210円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 14，550円 3 連 単 ��� 65，710円

票 数

単勝票数 計 139665 的中 � 33809（1番人気）
複勝票数 計 232851 的中 � 64432（1番人気）� 12159（5番人気）� 11355（7番人気）
枠連票数 計 75348 的中 （1－6） 2435（9番人気）
馬連票数 計 334678 的中 �� 10163（7番人気）
馬単票数 計 203290 的中 �� 3962（13番人気）
ワイド票数 計 196216 的中 �� 6342（7番人気）�� 4205（12番人気）�� 1226（34番人気）
3連複票数 計 490883 的中 ��� 2530（42番人気）
3連単票数 計 715185 的中 ��� 789（204番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．2―43．1―55．5―1：07．5―1：20．3―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．7
1
3
・（2，4，6）（3，8）13，9，5，12，7，10，1，11・（2，8）4－（6，10）－9（13，7）5，1，3，11，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルライヒ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．11．8 東京7着

2012．4．5生 牡3鹿 母 パピオンライン 母母 ヒットザボード 9戦1勝 賞金 9，200，000円

17014 6月21日 晴 良 （27函館1）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・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
1：08．0
1：06．5

良
良

35 ボンボンキャスト 牝3黒鹿54 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 494＋ 21：09．4 3．0�
510 ジニアスミノル 牝3鹿 54 武 豊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 426＋141：09．82� 4．1�
48 ウェーブランチャン 牝3青鹿54 藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 470－ 8 〃 クビ 8．5�
612 スーパープリンセス 牝3栗 54 田中 博康田島 政光氏 今野 貞一 日高 モリナガファーム 436± 01：10．12 7．3�
36 メイショウグラチェ 牝3栗 54 川須 栄彦松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 476－ 6 〃 アタマ 87．4�
714 サウンドバゴダンス 牝3黒鹿54 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 信成牧場 394－ 41：10．2クビ 52．4�
47 サ ン ヨ ー ク 牝3青鹿54 村田 一誠加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 中橋 正 428＋ 8 〃 クビ 7．2	
611 アルマアネラ 牝3栗 54 池添 謙一コウトミックレーシング 吉村 圭司 浦河 大道牧場 418－ 21：10．3� 20．4

24 ウイングタイガー 牝3鹿 54 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 430－ 61：10．4� 51．8�
815 ネ ミ ッ サ 牝3青鹿54 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 400± 01：10．5� 7．5
23 ジーンノワール 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政国田 正忠氏 池添 学 浦河 高村牧場 390＋ 41：10．71� 62．5�
713 エクセレントガール 牝3青 54 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 456＋101：10．8� 81．4�
11 ビービージェミニ 牝3鹿 54 長岡 禎仁�坂東牧場 奥村 武 平取 坂東牧場 388＋ 81：10．9� 187．3�
816 ジョウノチェリー 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹西山牧場 武藤 善則 日高 三城牧場 454＋101：11．32� 117．7�
12 ペ ル ー ジ ャ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 438＋201：11．4クビ 65．2�
（15頭）

59 アグネスレイア 牝3栗 54 荻野 琢真渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 13，584，500円 複勝： 19，710，000円 枠連： 8，053，200円
馬連： 29，045，900円 馬単： 15，558，900円 ワイド： 17，446，600円
3連複： 41，635，300円 3連単： 53，005，200円 計： 198，039，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 160円 � 270円 枠 連（3－5） 600円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 270円 �� 490円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 5，960円

票 数

単勝票数 計 135845 的中 � 36147（1番人気）
複勝票数 計 197100 的中 � 48161（1番人気）� 32058（2番人気）� 13840（6番人気）
枠連票数 計 80532 的中 （3－5） 10261（1番人気）
馬連票数 計 290459 的中 �� 38719（1番人気）
馬単票数 計 155589 的中 �� 10142（1番人気）
ワイド票数 計 174466 的中 �� 18299（1番人気）�� 8747（5番人気）�� 6459（7番人気）
3連複票数 計 416353 的中 ��� 21592（2番人気）
3連単票数 計 530052 的中 ��� 6447（3番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンボンキャスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2014．11．1 東京2着

2012．4．2生 牝3黒鹿 母 リターンキャスト 母母 リターンバンダム 7戦1勝 賞金 12，050，000円
〔出走取消〕 アグネスレイア号は，疾病〔左寛跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 トラストニーケー号・ハコダテローズ号・ローブディアンジェ号

第１回 函館競馬 第２日



17015 6月21日 晴 良 （27函館1）第2日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
57．7
56．9

重
重

812 コパノチャールズ 牡3栗 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 494± 0 59．5 5．2�
44 コマアルカンシエル 牡3鹿 56 丸田 恭介 �笹川大晃牧場 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 456＋ 4 59．71� 161．8�
56 プリンセスケイ 牝3黒鹿54 丸山 元気井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 448－ 41：00．01� 1．8�
68 ゼ ク ト 牝3黒鹿54 太宰 啓介宮田美恵子氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 456－121：00．21� 5．2�
11 サトノハーデス 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 2 〃 ハナ 8．5�
33 ホッコービフレスト 牡3鹿 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 B468－ 21：00．62� 8．5	
811 デルマヨタロウ 牡3栗 56 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 468－ 6 〃 ハナ 26．1

79 グランポルトス 	3黒鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新冠 石田牧場 536＋ 81：01．23� 85．8�
22 ハクサンゲイン 牡3栗 56 柴山 雄一篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 446－ 21：01．73 235．3�
710 アスターロマーネ 牝3鹿 54 酒井 学加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 岡本 昌市 388－ 81：02．23 244．2
67 シンジナイト 牝3鹿 54 木幡 初広エデンアソシエーション 牧 光二 新ひだか 井高牧場 438± 01：02．3� 67．0�
55 キングダッシュ 牡3栗 56 小林 徹弥本間 茂氏 山内 研二 浦河 大道牧場 480－ 41：03．910 49．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，271，400円 複勝： 23，986，600円 枠連： 7，836，200円
馬連： 27，609，600円 馬単： 21，256，300円 ワイド： 16，626，200円
3連複： 40，009，600円 3連単： 70，124，100円 計： 227，720，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 1，460円 � 110円 枠 連（4－8） 15，850円

馬 連 �� 24，200円 馬 単 �� 34，130円

ワ イ ド �� 5，570円 �� 270円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 9，910円 3 連 単 ��� 130，350円

票 数

単勝票数 計 202714 的中 � 30645（2番人気）
複勝票数 計 239866 的中 � 28660（3番人気）� 2217（10番人気）� 94108（1番人気）
枠連票数 計 78362 的中 （4－8） 383（19番人気）
馬連票数 計 276096 的中 �� 884（33番人気）
馬単票数 計 212563 的中 �� 467（52番人気）
ワイド票数 計 166262 的中 �� 683（38番人気）�� 18643（2番人気）�� 1583（22番人気）
3連複票数 計 400096 的中 ��� 3025（26番人気）
3連単票数 計 701241 的中 ��� 390（259番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―34．7―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノチャールズ �
�
父 コパノフウジン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．11．29 京都8着

2012．4．10生 牡3栗 母 スパイオブラヴ 母母 グロンシャール 12戦1勝 賞金 13，650，000円
〔制裁〕 シンジナイト号の騎手木幡初広は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔その他〕 キングダッシュ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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。
※アスターロマーネ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17016 6月21日 晴 良 （27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 メイショウナゴミ 牝3青鹿54 武 豊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 442－ 61：46．9 3．8�
44 ヒロノドラム 牡3黒鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 474＋ 41：47．11 52．0�
69 インフェルノ 牡3栗 56 池添 謙一 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 480 ―1：47．52� 51．2�
11 ヤマニンピエドール 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 468＋ 6 〃 ハナ 56．1�
45 セイセイセイ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 436＋ 2 〃 アタマ 74．3�
22 ハヤブサゲッツ 牡3黒鹿56 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 474－ 41：47．6� 38．5	
813 ラッシュアタック 牡3鹿 56 三浦 皇成 
キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 480± 01：47．7クビ 2．3�
710 ローレルウラノス 牡3栗 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 512＋101：47．91	 10．5
812 ワークオブゴッド 牡3栗 56 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 41：48．21
 11．2�
33 ハギノカイザー 牡3栗 56 藤岡 康太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 428－ 81：49．26 40．9�
57 アルファマリニン 牡3鹿 56 丸山 元気�貴悦 小西 一男 新冠 石郷岡 雅樹 514－ 81：49．3
 49．8�
56 � エルブダムール 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 誠氏 中竹 和也 米 Whisper Hill

Farm LLC 482－ 81：49．4
 4．2�
68 ヤマニンブルーテ 牝3鹿 54 杉原 誠人土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 448－ 6 （競走中止） 339．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，301，800円 複勝： 26，045，100円 枠連： 9，425，400円
馬連： 32，567，900円 馬単： 21，952，100円 ワイド： 18，459，600円
3連複： 41，963，900円 3連単： 67，654，000円 計： 238，369，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 880円 � 1，020円 枠 連（4－7） 2，400円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 7，960円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 2，800円 �� 9，260円

3 連 複 ��� 53，980円 3 連 単 ��� 308，480円

票 数

単勝票数 計 203018 的中 � 41861（2番人気）
複勝票数 計 260451 的中 � 47994（3番人気）� 6651（7番人気）� 5669（9番人気）
枠連票数 計 94254 的中 （4－7） 3035（6番人気）
馬連票数 計 325679 的中 �� 4630（14番人気）
馬単票数 計 219521 的中 �� 2068（22番人気）
ワイド票数 計 184596 的中 �� 3059（13番人気）�� 1699（29番人気）�� 504（51番人気）
3連複票数 計 419639 的中 ��� 583（101番人気）
3連単票数 計 676540 的中 ��� 159（572番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．4―12．4―12．6―12．4―13．0―13．2―14．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．1―41．5―54．1―1：06．5―1：19．5―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．4
1
3
2，12－6，11（1，13）9－4－10，7（3，5）－8・（2，12，11）－（13，6）（1，4，9）－10（3，5）＝7＝8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウナゴミ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．11．22 京都2着

2012．3．14生 牝3青鹿 母 ザ デ イ 母母 ウエイアウト 7戦1勝 賞金 10，150，000円
〔競走中止〕 ヤマニンブルーテ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※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 クローディオ号
（非抽選馬） 2頭 テーオーヘリオス号・ルサルカ号



17017 6月21日 晴 良 （27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 オデュッセウス 牡2鹿 54 岩田 康誠ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468 ―1：10．0 2．2�
79 シャドウアプローチ 牡2栗 54 三浦 皇成飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 486 ―1：10．1� 4．6�
710 マイネルゴール 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 嶋田牧場 428 ―1：10．63 38．8�
68 インジャスティス 牡2鹿 54 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506 ―1：10．7� 4．0�
67 シシャモスペシャル 牝2栗 54 藤岡 康太大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 436 ―1：11．33� 12．5�
811 ドエライナー 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹野崎 宗信氏 菅原 泰夫 浦河 赤田牧場 438 ―1：11．4� 78．3	
812 カノヤルジャンドル 牝2鹿 54 武 豊神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 442 ―1：11．72 15．1

22 リキッドブルー 牡2鹿 54 菱田 裕二青芝商事� 西村 真幸 安平 	橋本牧場 448 ―1：11．8クビ 64．8�
56 コパノリスボン 牡2栗 54 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 480 ―1：12．11� 22．5�
55 ジュンノキボウ 牝2黒鹿54 田中 博康河合 純二氏 二本柳俊一 浦河 斉藤 政志 472 ―1：12．41� 58．9
33 ホシノパレード 牝2栗 54 小林 徹弥小西 和子氏 浅野洋一郎 新ひだか 田中 春美 460 ―1：12．5� 175．3�
44 オコルミラクル 牡2鹿 54 勝浦 正樹スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 西村 和夫 436 ―1：12．71� 41．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，960，600円 複勝： 25，546，600円 枠連： 9，238，800円
馬連： 36，212，800円 馬単： 24，942，100円 ワイド： 20，678，000円
3連複： 45，717，900円 3連単： 83，736，300円 計： 275，033，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 160円 � 570円 枠 連（1－7） 480円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，480円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 13，140円

票 数

単勝票数 計 289606 的中 � 107179（1番人気）
複勝票数 計 255466 的中 � 78896（1番人気）� 41860（3番人気）� 6929（8番人気）
枠連票数 計 92388 的中 （1－7） 14799（2番人気）
馬連票数 計 362128 的中 �� 47722（2番人気）
馬単票数 計 249421 的中 �� 22804（2番人気）
ワイド票数 計 206780 的中 �� 19713（2番人気）�� 3320（16番人気）�� 2404（24番人気）
3連複票数 計 457179 的中 ��� 6193（16番人気）
3連単票数 計 837363 的中 ��� 4617（31番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．9―11．7―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オデュッセウス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2013．3．8生 牡2鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17018 6月21日 晴 良 （27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

612 レジメンタル 牡3栗 56 岩田 康誠�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 442＋101：48．7 3．4�
611 リュウノースジョイ 牝3鹿 54 丸田 恭介�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 464＋14 〃 クビ 61．7�
36 エッケザックス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450＋ 81：48．91� 13．4�
510 パーフェクトビュー 牝3栗 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：49．1� 4．2�
12 ウソハッピャク 牡3栗 56 池添 謙一小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 462－ 4 〃 クビ 5．1	
47 ビ ー ハ グ 牡3黒鹿56 丸山 元気諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 480＋ 21：49．41� 7．7

24 ディープビヨンド 牝3黒鹿54 古川 吉洋�カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 418－ 61：49．71� 22．8�
815 ラ フ レ シ ア 牡3黒鹿56 村田 一誠石川 達絵氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 496＋ 21：49．91� 123．7�
35 ダンスオーレ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 450－ 21：50．21� 181．1
713 ノウゼンハレン 牝3鹿 54 田中 健�ターフ・スポート北出 成人 浦河 岡本牧場 428＋101：50．3� 200．5�
59 クロイツェル 牡3黒鹿56 武 豊 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 488＋ 41：50．4� 7．1�
714 スズカプレスト 牡3鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 444＋ 61：50．71� 24．1�
23 メイショウエボウシ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 522＋ 8 〃 クビ 180．0�
816 グランロディア 牡3鹿 56 小林 徹弥飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 450＋ 91：51．33� 334．3�
48 プレイアンドラスト 牝3鹿 54 酒井 学�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 464 ―1：51．4クビ 222．8�
11 トウカイストラーダ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 448－ 41：53．010 19．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，232，000円 複勝： 30，893，700円 枠連： 11，149，900円
馬連： 42，323，100円 馬単： 21，446，100円 ワイド： 23，927，900円
3連複： 59，346，200円 3連単： 77，793，100円 計： 289，112，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 1，040円 � 380円 枠 連（6－6） 10，390円

馬 連 �� 10，240円 馬 単 �� 14，590円

ワ イ ド �� 2，950円 �� 780円 �� 8，440円

3 連 複 ��� 30，340円 3 連 単 ��� 150，390円

票 数

単勝票数 計 222320 的中 � 52084（1番人気）
複勝票数 計 308937 的中 � 70799（1番人気）� 5913（10番人気）� 18892（6番人気）
枠連票数 計 111499 的中 （6－6） 831（24番人気）
馬連票数 計 423231 的中 �� 3203（31番人気）
馬単票数 計 214461 的中 �� 1102（50番人気）
ワイド票数 計 239279 的中 �� 2046（32番人気）�� 8290（9番人気）�� 705（45番人気）
3連複票数 計 593462 的中 ��� 1467（75番人気）
3連単票数 計 777931 的中 ��� 375（398番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．7―12．3―12．8―12．3―12．2―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―34．9―47．2―1：00．0―1：12．3―1：24．5―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レジメンタル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．8．16 札幌2着

2012．2．7生 牡3栗 母 レ ジ ネ ッ タ 母母 アスペンリーフ 10戦1勝 賞金 18，000，000円
〔制裁〕 レジメンタル号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイストラーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月21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 ウインエスパシオ号



17019 6月21日 晴 良 （27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 7，500，000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

44 カ ン デ ラ 牝3黒鹿52 岩田 康誠ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B472－ 41：45．0 3．3�
711� スリーアロー 牝4黒鹿55 古川 吉洋松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486± 01：45．74 8．0�
22 オールオブナイト 牝4黒鹿55 三浦 皇成市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：46．12� 30．7�
69 エグランティーナ 牝3黒鹿52 四位 洋文村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496－101：46．41� 5．5�
56 ラヴァズアゲイン 牝6栗 55 武 豊岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 486＋ 21：46．82� 17．4�
11 � テラノココロ 牝6青鹿55 和田 竜二寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 430＋ 61：47．12 38．2�
45 アイリッシュハープ 牝4栗 55

52 ▲加藤 祥太 	キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B464－ 41：47．42 55．3


33 メイショウクローバ 牝4鹿 55
52 ▲城戸 義政松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B510－161：47．5� 14．3�

813� ウイングパラダイス 牝4鹿 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 41：47．7� 92．8�
57 � ピ エ リ ー ナ 牝4芦 55 丸山 元気 	キャロットファーム 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 81：48．33� 3．0
710 ファイトユアソング 牝4鹿 55 黛 弘人	グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442＋161：48．61� 12．9�
812 トーセンラブリー 牝3栗 52 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 476＋ 41：48．91� 46．3�
68 コグノセンティ 牝4鹿 55 柴山 雄一 	社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 474＋ 21：54．9大差 154．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，820，800円 複勝： 25，171，200円 枠連： 9，440，000円
馬連： 36，956，000円 馬単： 20，576，900円 ワイド： 22，816，900円
3連複： 47，897，500円 3連単： 70，110，700円 計： 255，790，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 280円 � 570円 枠 連（4－7） 1，200円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，990円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 15，480円 3 連 単 ��� 61，980円

票 数

単勝票数 計 228208 的中 � 53734（2番人気）
複勝票数 計 251712 的中 � 45107（2番人気）� 22363（4番人気）� 9405（8番人気）
枠連票数 計 94400 的中 （4－7） 6058（5番人気）
馬連票数 計 369560 的中 �� 12647（9番人気）
馬単票数 計 205769 的中 �� 3894（14番人気）
ワイド票数 計 228169 的中 �� 7090（9番人気）�� 2911（24番人気）�� 2369（31番人気）
3連複票数 計 478975 的中 ��� 2320（51番人気）
3連単票数 計 701107 的中 ��� 820（211番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―12．1―12．6―12．5―12．3―12．6―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．9―42．5―55．0―1：07．3―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4F50．0―3F37．7
1
3
4，8（1，3，10）（7，11）（5，13）－（2，12）6－9
4（1，10，11）2（8，13）（7，3，6）（5，12）9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ン デ ラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rainbow Corner デビュー 2014．7．6 福島3着

2012．2．12生 牝3黒鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria 7戦2勝 賞金 17，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コグノセンティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月21日まで平地競

走に出走できない。

17020 6月21日 晴 良 （27函館1）第2日 第8競走 ��
��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ヤマニンアルゴシー �5栗 57 丸山 元気土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 452± 02：00．7 23．7�
814 プレストウィック 牡4芦 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 526－ 2 〃 ハナ 3．5�
46 ピサノベッテル 牝6黒鹿55 四位 洋文市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 22：00．91	 19．3�
23 アグリッパーバイオ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450＋122：01．0
 4．2�
35 ダークネブラス 牡3青鹿54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 42：01．31
 19．7	
34 キングイマデショウ 牡3鹿 54 古川 吉洋首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 460－ 22：01．4クビ 8．1

47 コーラルタワー 牡5黒鹿57 柴山 雄一田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 446＋ 42：01．71
 10．8�
59 ディレットリーチェ 牝5栗 55 川須 栄彦飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 508－102：01．8� 58．1�
611 マ ラ ケ シ ュ 牝3青鹿52 丸田 恭介片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 478－ 22：01．9
 118．8
713 ラガーギアチェンジ 牡4青鹿57 藤岡 康太奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 480＋10 〃 ハナ 46．5�
11 アイスブレイク 牝4青鹿55 武 豊安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470－ 8 〃 クビ 6．2�
610 マウイノカオイ 牡5鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 482－ 42：02．21
 8．0�
712 ダノンドリーム 牡6青鹿 57

54 ▲加藤 祥太�ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：02．41	 39．3�
58 バーンアウル 牝4鹿 55 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 42：04．1大差 69．2�
（14頭）

815 クリノクレオパトラ 牝4黒鹿55 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 442± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，521，000円 複勝： 25，726，000円 枠連： 11，509，300円
馬連： 38，510，800円 馬単： 20，968，100円 ワイド： 24，839，600円
3連複： 51，189，500円 3連単： 70，435，500円 計： 262，699，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 630円 � 170円 � 590円 枠 連（2－8） 720円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 11，770円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 3，930円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 15，870円 3 連 単 ��� 118，200円

票 数

単勝票数 差引計 195210（返還計 1368） 的中 � 6577（9番人気）
複勝票数 差引計 257260（返還計 2704） 的中 � 9033（9番人気）� 50559（1番人気）� 9703（8番人気）
枠連票数 差引計 115093（返還計 649） 的中 （2－8） 12254（1番人気）
馬連票数 差引計 385108（返還計 9361） 的中 �� 6955（17番人気）
馬単票数 差引計 209681（返還計 4782） 的中 �� 1335（45番人気）
ワイド票数 差引計 248396（返還計 7915） 的中 �� 4383（16番人気）�� 1584（42番人気）�� 5734（12番人気）
3連複票数 差引計 511895（返還計 22253） 的中 ��� 2419（57番人気）
3連単票数 差引計 704355（返還計 32353） 的中 ��� 432（409番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―35．5―47．7―1：00．1―1：12．4―1：24．6―1：36．6―1：48．5

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアルゴシー �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2012．11．3 東京9着

2010．3．12生 �5栗 母 ヤマニンジャルダン 母母 ヤマニンカーニバル 18戦2勝 賞金 22，350，000円
〔競走除外〕 クリノクレオパトラ号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。



17021 6月21日 晴 良 （27函館1）第2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 7，500，000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

46 マイネルエスパス 牡3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 494－ 61：08．3 4．4�

22 ハ ッ シ ュ 牝4芦 55 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480＋ 41：08．4� 2．9�

58 ジェットコルサ 牡3青 54 岩田 康誠尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 454－101：08．61� 4．1�
34 ヤマホトトギス 牝4鹿 55 柴田 善臣江川 伸夫氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 472＋121：09．34 94．7�
11 コスモイノセント 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 466＋ 21：09．4クビ 8．5�
69 スパイスシャワー 牝4鹿 55 田中 博康下河	行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460＋ 4 〃 アタマ 123．5

57 クリノスーアンコー 牡3青鹿54 柴山 雄一栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 488＋20 〃 クビ 14．7�
712	 ムーンドロップ 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹�Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 448＋ 41：09．61
 44．2�
813 シュヴァリエ 牝4栗 55 小林 徹弥 �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 440－141：09．7� 18．0
711 マ チ ル ダ 牝4栗 55 古川 吉洋萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 470＋ 2 〃 ハナ 25．3�
33 	 アルマダクロス 牡5栗 57 丸田 恭介栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 464－ 2 〃 ハナ 75．9�
814 ダイワラスター 牝4黒鹿55 武 豊大城 敬三氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 426－ 81：09．91 32．0�
610 プライマリーコード 牝4芦 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：10．11
 12．7�
45 	 サンテレーズ 牝5鹿 55 長岡 禎仁小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 432＋ 41：10．63 390．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，849，800円 複勝： 30，064，900円 枠連： 13，546，600円
馬連： 54，197，000円 馬単： 29，818，300円 ワイド： 29，235，600円
3連複： 73，705，100円 3連単： 117，511，800円 計： 375，929，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（2－4） 750円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 350円 �� 420円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 計 278498 的中 � 50051（3番人気）
複勝票数 計 300649 的中 � 49240（3番人気）� 67185（1番人気）� 49974（2番人気）
枠連票数 計 135466 的中 （2－4） 13836（2番人気）
馬連票数 計 541970 的中 �� 54358（1番人気）
馬単票数 計 298183 的中 �� 13205（4番人気）
ワイド票数 計 292356 的中 �� 21970（1番人気）�� 17179（3番人気）�� 21087（2番人気）
3連複票数 計 737051 的中 ��� 47275（1番人気）
3連単票数 計1175118 的中 ��� 14575（4番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．9―11．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．6―44．9―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルエスパス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2014．6．22 函館1着

2012．3．9生 牡3青鹿 母 タイニープラネット 母母 タイニーナイトラヴ 7戦2勝 賞金 19，490，000円

17022 6月21日 晴 良 （27函館1）第2日 第10競走 ��
��1，700�

き こ な い

木 古 内 特 別
発走14時50分 （ダート・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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

812� ヒルノデイバロー 牡4黒鹿57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B518± 01：45．4 5．2�
56 アスカクイン 牝4栗 55 丸山 元気上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 484－ 41：45．71	 6．2�
44 � プレスアテンション 牡4栗 57 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522＋121：46．23 13．2�
711 コスモラヴモア 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 490－ 21：46．41
 18．8�
33 � グラブザフラッグ 牡3栗 54 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 480＋ 81：46．5クビ 9．0	
11 ミッキーボクサー 牡4黒鹿57 北村 友一三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 442＋12 〃 クビ 60．6

45 セフティーエムアイ 牡4鹿 57 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 462－12 〃 同着 12．8�
22 バイタルフォルム 牡5黒鹿57 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 502－ 41：46．82 36．4�
813 スマートダイバー 牡4栗 57 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 484＋ 41：47．0	 11．2
68 タ マ モ リ ド 牝4黒鹿55 太宰 啓介タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：48．27 3．9�
710 ダイメイエンド 牡3鹿 54 藤田 伸二宮本 孝一氏 森 秀行 日高 横井 哲 532± 01：49．58 97．9�
57 アドマイヤアース 牡4栗 57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B476± 0 〃 アタマ 118．1�
69 ア ピ シ ウ ス �4青鹿57 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 486－ 81：51．6大差 5．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，481，200円 複勝： 37，330，700円 枠連： 18，918，100円
馬連： 66，119，300円 馬単： 32，299，200円 ワイド： 34，446，200円
3連複： 83，554，400円 3連単： 127，121，300円 計： 427，270，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 180円 � 330円 枠 連（5－8） 1，220円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，150円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 27，190円

票 数

単勝票数 計 274812 的中 � 41485（2番人気）
複勝票数 計 373307 的中 � 49992（3番人気）� 60915（1番人気）� 25102（6番人気）
枠連票数 計 189181 的中 （5－8） 12003（5番人気）
馬連票数 計 661193 的中 �� 28681（6番人気）
馬単票数 計 322992 的中 �� 7362（9番人気）
ワイド票数 計 344462 的中 �� 12052（7番人気）�� 7595（16番人気）�� 7861（15番人気）
3連複票数 計 835544 的中 ��� 9573（22番人気）
3連単票数 計1271213 的中 ��� 3389（72番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．7―12．5―12．8―12．4―12．7―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．6―42．1―54．9―1：07．3―1：20．0―1：32．6

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒルノデイバロー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Go for Gin

2011．5．18生 牡4黒鹿 母 デ ッ ク 母母 Locate 5戦2勝 賞金 21，385，000円
地方デビュー 2014．10．9 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アピシウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月21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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イノセンテス号・スリーヴェスタ号・セルリアンラビット号・ゼンノコンゴウ号



17023 6月21日 晴 良 （27函館1）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第22回函館スプリントステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

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

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

59 ティーハーフ 牡5栗 56 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454－ 61：08．3 6．3�

816 アースソニック 牡6鹿 56 丸田 恭介前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 490－101：08．72	 78．7�
713 レンイングランド 牡3芦 52 菱田 裕二田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 500－ 8 〃 ハナ 52．0�
611 セイコーライコウ 牡8鹿 57 柴田 善臣竹國美枝子氏 竹内 正洋 新ひだか 明治牧場 490＋ 61：08．8
 21．2�
23 アンバルブライベン 牝6鹿 56 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 450－ 2 〃 ハナ 4．2�
612� マジンプロスパー 牡8栗 58 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 500－18 〃 ハナ 29．8�
815 クールホタルビ 牝3栗 50 水口 優也川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 440± 01：08．9
 90．2	
714 スギノエンデバー 牡7鹿 57 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 470－ 21：09．0クビ 20．1

35 � エーシントップ 牡5黒鹿56 川須 栄彦�栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

530－ 6 〃 アタマ 28．5�
510� サトノデプロマット 牡5黒鹿56 和田 竜二里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 510＋ 41：09．21 8．3
24 ヒラボクプリンス 牡5鹿 56 藤岡 康太�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 498＋ 6 〃 アタマ 49．9�
12 メイショウイザヨイ 牝6鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 488－281：09．3	 52．1�
48 タガノアザガル 牡3黒鹿52 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426－ 61：09．4クビ 38．7�
47 コパノリチャード 牡5黒鹿58 武 豊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 4 〃 クビ 4．0�
36 ローブティサージュ 牝5青 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：09．5
 4．8�
11 �� フ ギ ン 牝5黒鹿54 藤田 伸二一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 448－ 41：11．5大差 141．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 139，743，800円 複勝： 184，198，000円 枠連： 98，810，500円
馬連： 537，424，400円 馬単： 232，535，800円 ワイド： 220，582，000円
3連複： 868，887，600円 3連単： 1，428，592，500円 計： 3，710，774，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 1，380円 � 1，310円 枠 連（5－8） 5，250円

馬 連 �� 19，550円 馬 単 �� 29，240円

ワ イ ド �� 5，090円 �� 4，790円 �� 21，460円

3 連 複 ��� 200，320円 3 連 単 ��� 944，140円

票 数

単勝票数 計1397438 的中 � 177423（4番人気）
複勝票数 計1841980 的中 � 235807（4番人気）� 31505（13番人気）� 33226（12番人気）
枠連票数 計 988105 的中 （5－8） 14586（16番人気）
馬連票数 計5374244 的中 �� 21303（49番人気）
馬単票数 計2325358 的中 �� 5964（81番人気）
ワイド票数 計2205820 的中 �� 11225（49番人気）�� 11941（46番人気）�� 2633（102番人気）
3連複票数 計8688876 的中 ��� 3253（323番人気）
3連単票数 計14285925 的中 ��� 1097（1572番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．0―11．6―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．0―44．6―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティーハーフ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Green Desert デビュー 2012．6．23 阪神1着

2010．4．18生 牡5栗 母 ビールジャント 母母 Belle Genius 20戦6勝 賞金 146，434，000円
〔制裁〕 フギン号の調教師森秀行は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 カオスモス号・カハラビスティー号・コウヨウアレス号・スマートオリオン号・ネオウィズダム号・

ブランダムール号・メイショウツガル号・ヤマニンプチガトー号・リベルタス号・ルチャドルアスール号・
レオパルディナ号

17024 6月21日 晴 良 （27函館1）第2日 第12競走 ��
��1，800�

ほ く と

北 斗 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．6．21以降27．6．14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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 750，000
750，000

円
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

1：46．0
1：43．9

良
良

22 スワーヴジョージ 牡3鹿 53 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 518± 01：47．7 2．5�
69 サトノフェラーリ 牡4鹿 57 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468± 01：48．33� 4．8�
33 � メイショウテッサイ 牡7鹿 53 太宰 啓介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 492－ 41：48．4	 43．9�
68 ブランネージュ 牝4鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 480＋14 〃 ハナ 3．9�
711 ヤマニンプードレ 牝5芦 52 黛 弘人土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 472－ 61：48．5	 35．4	
812 キングブレイク 牡6栗 56 武 豊宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 520＋ 2 〃 同着 7．0

44 アーマークラッド 牡5栗 54 藤田 伸二吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋20 〃 ハナ 43．9�
57 � アルティスト 牡8鹿 50 加藤 祥太塩入 満洋氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 474－101：48．71
 161．1�
813 ローレルソラン 牡7鹿 53 丸田 恭介 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 460＋ 21：48．8	 64．8
45 ニホンピロバロン 牡5栗 53 田中 博康小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 484－ 8 〃 アタマ 137．1�
11 マイティースコール 牡7栗 54 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 61：49．01 14．2�
710 デリッツァリモーネ 牡4鹿 56 菱田 裕二 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 21：49．74 22．8�
56 � マヤノラムダ 牡5栗 54 岩田 康誠田所 英子氏 西村 真幸 新ひだか 前川 隆則 B490－121：50．33� 26．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，347，300円 複勝： 55，379，100円 枠連： 28，776，600円
馬連： 104，608，600円 馬単： 52，560，100円 ワイド： 51，493，800円
3連複： 132，415，100円 3連単： 226，114，400円 計： 698，695，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 170円 � 450円 枠 連（2－6） 320円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，310円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 20，310円

票 数

単勝票数 計 473473 的中 � 148940（1番人気）
複勝票数 計 553791 的中 � 135785（1番人気）� 85321（3番人気）� 22032（7番人気）
枠連票数 計 287766 的中 （2－6） 67661（1番人気）
馬連票数 計1046086 的中 �� 109891（2番人気）
馬単票数 計 525601 的中 �� 33050（3番人気）
ワイド票数 計 514938 的中 �� 47469（2番人気）�� 9450（15番人気）�� 7050（20番人気）
3連複票数 計1324151 的中 ��� 15539（21番人気）
3連単票数 計2261144 的中 ��� 8069（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．2―48．5―1：00．5―1：12．4―1：24．6―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴジョージ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．20 函館1着

2012．2．27生 牡3鹿 母 ギ ー ニ ョ 母母 フェアリードール 8戦3勝 賞金 38，073，000円
〔騎手変更〕 マヤノラムダ号の騎手松田大作は，負傷のため岩田康誠に変更。

３レース目



（27函館1）第2日 6月21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 164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

220，450，000円
2，080，000円
6，280，000円
1，740，000円
20，020，000円
61，135，000円
4，536，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
404，080，700円
507，337，000円
234，239，400円
1，039，043，200円
514，242，900円
500，174，000円
1，535，410，400円
2，463，717，400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 7，198，245，000円

総入場人員 15，215名 （有料入場人員 ）
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