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17025 6月27日 雨 良 （27函館1）第3日 第1競走 ��
��1，000�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
57．7
56．9

重
重

22 � テーオーヘリオス 牡3鹿 56 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 472± 0 59．3 6．5�

811 ビップヘラクレス 牡3栗 56 菱田 裕二鈴木 邦英氏 田島 俊明 様似 様似堀牧場 448－ 6 59．83 81．1�
812 ストロベリーズ 牝3青鹿54 岩田 康誠 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 436＋ 41：00．22� 3．7�
68 アグネスエピソード 牝3黒鹿54 勝浦 正樹渡辺公美子氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B464＋ 41：00．41	 19．3�
44 トリアンドルス 牝3栗 54 吉田 隼人ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 454＋ 21：00．5� 9．7�
67 ダ ン ヴ ィ ル 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政 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 B456＋ 41：00．92� 8．8�

11 ワンダーグロワール 牡3鹿 56 田中 博康山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 484－ 41：01．32� 3．2	
33 ホーリーエンジェル 牝3黒鹿54 藤岡 康太天堀 忠博氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 430－ 41：02．04 13．8

710 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 484＋ 21：02．32 54．9�
55 リキサンフロール 牝3黒鹿54 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 456＋ 21：02．93� 170．3
79 アサクサキンボシ 牡3黒鹿56 杉原 誠人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 446－ 41：03．0
 174．4�
56 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 462－ 2 （競走中止） 7．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 14，439，500円 複勝： 21，495，300円 枠連： 6，481，200円
馬連： 31，531，500円 馬単： 19，635，300円 ワイド： 18，533，900円
3連複： 43，678，600円 3連単： 62，546，000円 計： 218，341，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 1，450円 � 180円 枠 連（2－8） 1，700円

馬 連 �� 34，270円 馬 単 �� 38，050円

ワ イ ド �� 7，390円 �� 630円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 33，840円 3 連 単 ��� 234，950円

票 数

単勝票数 計 144395 的中 � 17613（3番人気）
複勝票数 計 214953 的中 � 26010（4番人気）� 2864（10番人気）� 38062（2番人気）
枠連票数 計 64812 的中 （2－8） 2939（7番人気）
馬連票数 計 315315 的中 �� 713（39番人気）
馬単票数 計 196353 的中 �� 387（70番人気）
ワイド票数 計 185339 的中 �� 618（38番人気）�� 8167（7番人気）�� 1561（29番人気）
3連複票数 計 436786 的中 ��� 968（72番人気）
3連単票数 計 625460 的中 ��� 193（459番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．3―35．2―46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．0
3 11，12，4，8，2，7（3，10）5（1，9） 4 11，12（4，8）2，7，3（1，5，10）－9

勝馬の
紹 介

�テーオーヘリオス �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2015．5．3 京都6着

2012．5．11生 牡3鹿 母 Reagle Mary 母母 Really Rising 4戦1勝 賞金 5，350，000円
〔競走中止〕 サトノハーデス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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） 3頭 ハクサンゲイン号・ハッピーキャップ号・リッフェル号

17026 6月27日 雨 良 （27函館1）第3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

11 サウンドドゥイット 牡3鹿 56 岩田 康誠増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 450＋ 41：10．3 1．7�
35 サワヤカムスメ 牝3鹿 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 426－ 4 〃 クビ 8．1�
12 フロリアード 牝3芦 54 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 462＋101：10．61� 5．9�
612 レッドファーレン 牝3青鹿54 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 436＋ 21：10．7� 90．7�
815 ハコダテローズ 牝3鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 426± 01：11．12� 5．9�
47 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± 01：11．2� 25．4	
714 クリノツーイーソー 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 426＋ 6 〃 クビ 243．7

36 ローブディアンジェ 牝3青鹿 54

51 ▲加藤 祥太 �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 440－ 41：11．3クビ 23．8�
611 ラインチャーミー 牝3栗 54 松田 大作大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 村上 欽哉 452± 0 〃 アタマ 47．8
816 ネ ミ ッ サ 牝3青鹿54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 402＋ 2 〃 ハナ 30．0�
510 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 402＋ 2 〃 クビ 183．6�
713 テイエムレジェンド 牡3鹿 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 木田牧場 436＋ 21：11．5� 70．6�
59 ボンジュールチカラ 牡3黒鹿56 吉田 隼人田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 津田牧場 444－ 21：11．71� 30．5�
23 ドリームテーラー 牡3鹿 56 丸山 元気中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 434± 0 〃 クビ 157．7�
24 ギ ミ ッ ク 牡3鹿 56 伊藤 工真髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 458＋ 81：11．8クビ 149．9�
48 トレスグスト 牡3栗 56 木幡 初広島井新一郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 536－ 61：12．12 130．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，760，500円 複勝： 53，391，700円 枠連： 8，949，000円
馬連： 31，674，700円 馬単： 21，258，500円 ワイド： 19，326，000円
3連複： 45，048，000円 3連単： 73，586，000円 計： 269，994，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 160円 枠 連（1－3） 420円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 240円 �� 260円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 167605 的中 � 76531（1番人気）
複勝票数 計 533917 的中 � 369588（1番人気）� 27853（4番人気）� 32077（3番人気）
枠連票数 計 89490 的中 （1－3） 16234（2番人気）
馬連票数 計 316747 的中 �� 43807（3番人気）
馬単票数 計 212585 的中 �� 20846（2番人気）
ワイド票数 計 193260 的中 �� 21757（2番人気）�� 20192（3番人気）�� 6790（7番人気）
3連複票数 計 450480 的中 ��� 30542（3番人気）
3連単票数 計 735860 的中 ��� 15549（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―12．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―46．5―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドドゥイット �
�
父 コンデュイット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．11．29 京都4着

2012．4．5生 牡3鹿 母 シ ー ジ ョ ー 母母 ハイパスチャー 9戦1勝 賞金 15，200，000円
〔制裁〕 ローブディアンジェ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ランドマークライト号

第１回 函館競馬 第３日



17027 6月27日 雨 良 （27函館1）第3日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45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

57 ビックマウンテン 牡3鹿 56
53 ▲加藤 祥太�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 548＋ 21：46．7 18．6�

710 ゼ ト ス 牡3青鹿56 柴山 雄一杉澤 光雄氏 田中 章博 新冠 川島牧場 458－101：48．29 9．6�
56 クラウドサーファー 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 440± 0 〃 クビ 13．1�

45 カラーラビアンコ 牡3芦 56 池添 謙一金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 482－ 21：48．41� 2．4�

711 カゼノドリーム 牡3鹿 56 松田 大作深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 B458± 01：48．5� 25．8	
69 アフェットゥオーソ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：48．6クビ 3．9

33 アスクワンダフル 牡3黒鹿56 吉田 隼人廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 510＋ 81：48．7� 6．9�
11 フィールドメーカー 牡3鹿 56 田中 博康地田 勝三氏 西園 正都 平取 北島牧場 528－ 2 〃 アタマ 130．2�
68 カネトシバリアント 牡3栗 56 菱田 裕二兼松 利男氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 468－101：48．9� 82．3
44 ホッコービフレスト 牡3鹿 56 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 466－ 21：49．32� 11．0�
22 コンゴウヒーロー 牡3芦 56 古川 吉洋金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 本桐牧場 B538－ 21：49．72� 66．1�
812 クラッチパット 牡3青鹿56 藤岡 康太嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 斉藤スタッド B472± 01：50．76 31．4�
813 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 412＋ 21：51．97 45．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，519，900円 複勝： 23，238，600円 枠連： 7，063，900円
馬連： 24，858，700円 馬単： 16，177，400円 ワイド： 16，066，800円
3連複： 35，511，600円 3連単： 51，715，100円 計： 191，152，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 630円 � 320円 � 340円 枠 連（5－7） 2，070円

馬 連 �� 7，510円 馬 単 �� 15，120円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 2，760円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 25，950円 3 連 単 ��� 149，970円

票 数

単勝票数 計 165199 的中 � 7103（7番人気）
複勝票数 計 232386 的中 � 8879（7番人気）� 20013（4番人気）� 18622（5番人気）
枠連票数 計 70639 的中 （5－7） 2639（11番人気）
馬連票数 計 248587 的中 �� 2562（23番人気）
馬単票数 計 161774 的中 �� 802（45番人気）
ワイド票数 計 160668 的中 �� 1868（22番人気）�� 1488（26番人気）�� 2744（16番人気）
3連複票数 計 355116 的中 ��� 1026（67番人気）
3連単票数 計 517151 的中 ��� 250（375番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．5―12．8―12．4―12．4―12．8―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―30．4―43．2―55．6―1：08．0―1：20．8―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビックマウンテン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2015．5．17 新潟10着

2012．3．20生 牡3鹿 母 シュヴァルツ 母母 シンツインクル 2戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エンジェルミナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月27日まで平地競

走に出走できない。

17028 6月27日 雨 良 （27函館1）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時15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
1：46．0
1：43．9

良
良

12 トラストルシファー 牝3鹿 54 岩田 康誠菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 470＋101：50．2 1．9�
510 ハ マ ギ ク 牝3黒鹿54 藤田 伸二井上 一郎氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 466－181：50．3� 12．5�
36 ラナチュール 牝3鹿 54 杉原 誠人岡田 繁幸氏 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 394＋ 21：50．4� 22．1�
59 エ ア ル ナ 牝3栗 54 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 392－ 41：50．6� 21．2�
23 スウィートテイルズ 牝3黒鹿54 池添 謙一吉田 和美氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：50．7� 6．5�
612 コアレスフェーブル 牝3鹿 54 嶋田 純次小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 430± 01：50．8� 31．6	
47 ダブルフラワー 牝3栗 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 478＋ 6 〃 ハナ 23．9�
816 ルールザユニバース 牝3鹿 54 柴山 雄一 
サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：51．01� 9．3�
48 ラヴィーゲラン 牝3栃栗 54

51 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 白井牧場 484－ 81：51．32 11．2

713 フォローガーネット 牝3鹿 54 丸田 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 448－ 61：51．51� 38．0�
611 リコリアーノ 牝3鹿 54 長岡 禎仁吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 402＋141：51．71� 97．1�
35 スナークソフィア 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政杉本 豊氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 98．7�
11 グ ラ ナ ダ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 430± 01：51．8クビ 144．0�
714 サ ク ヤ ヒ メ 牝3鹿 54 田中 健磯波 勇氏 田中 章博 登別 登別上水牧場 432－ 21：52．22� 212．3�
24 ミュトスレディ 牝3鹿 54 藤岡 康太小村アセットM� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 466＋ 61：52．41� 12．3�
815 ベルシルエット 牝3黒鹿54 吉田 隼人 
社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 434＋201：53．35 62．6�
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売 得 金
単勝： 20，382，500円 複勝： 30，632，600円 枠連： 10，014，700円
馬連： 34，051，300円 馬単： 21，073，900円 ワイド： 21，469，800円
3連複： 46，496，000円 3連単： 64，476，600円 計： 248，597，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 310円 � 430円 枠 連（1－5） 740円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 460円 �� 730円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 13，540円

票 数

単勝票数 計 203825 的中 � 81575（1番人気）
複勝票数 計 306326 的中 � 105215（1番人気）� 19140（6番人気）� 12689（7番人気）
枠連票数 計 100147 的中 （1－5） 10469（2番人気）
馬連票数 計 340513 的中 �� 22732（3番人気）
馬単票数 計 210739 的中 �� 8838（4番人気）
ワイド票数 計 214698 的中 �� 12686（2番人気）�� 7529（7番人気）�� 2700（20番人気）
3連複票数 計 464960 的中 ��� 8234（9番人気）
3連単票数 計 644766 的中 ��� 3451（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．4―49．0―1：01．3―1：13．6―1：25．9―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トラストルシファー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．8．9 新潟7着

2012．5．27生 牝3鹿 母 ティエッチグリーン 母母 Confirmed Dancer 8戦1勝 賞金 8，600，000円
〔発走状況〕 フォローガーネット号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 リコリアーノ号の騎手長岡禎仁は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）

ラナチュール号の騎手杉原誠人は，決勝線手前で外側に斜行したことについて平成27年7月4日から平成27年7月12日ま
で騎乗停止。（被害馬：9番・3番）



17029 6月27日 雨 稍重 （27函館1）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時05分 （芝・右）

牝，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

44 ブランボヌール 牝2芦 54 岩田 康誠前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436 ―1：10．5 3．4�

55 メ ジ ェ ル ダ 牝2鹿 54 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 436 ― 〃 クビ 2．6�
66 アッラサルーテ 牝2栗 54 池添 謙一吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 452 ―1：11．03 5．3�
89 ヤマカツサファイヤ 牝2青鹿54 三浦 皇成山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 500 ―1：11．63� 7．1�
810 クロコスミア 牝2黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 西浦 勝一 浦河 小島牧場 398 ―1：11．81� 15．7�
11 スウィーティー 牝2黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 426 ― 〃 クビ 46．6	
22 ピ コ ッ ト 牝2栗 54 松田 大作セゾンレースホース
 石毛 善彦 日高 Shall Farm 432 ―1：11．9クビ 30．6�
33 サ サ メ ユ キ 牝2鹿 54 菱田 裕二石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 川端 英幸 448 ― 〃 アタマ 33．3�
78 スイートマティーニ 牝2芦 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 英克 日高 シンボリ牧場 456 ―1：13．17 36．4
77 ハートナイス 牝2栗 54 柴山 雄一密山 根成氏 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：14．05 89．8�
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売 得 金
単勝： 28，494，600円 複勝： 22，448，600円 枠連： 6，057，600円
馬連： 30，446，400円 馬単： 22，859，500円 ワイド： 17，468，300円
3連複： 39，099，700円 3連単： 78，446，000円 計： 245，320，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（4－5） 440円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 190円 �� 280円 �� 230円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 計 284946 的中 � 70111（2番人気）
複勝票数 計 224486 的中 � 48741（2番人気）� 71198（1番人気）� 32977（3番人気）
枠連票数 計 60576 的中 （4－5） 10661（1番人気）
馬連票数 計 304464 的中 �� 52883（1番人気）
馬単票数 計 228595 的中 �� 18761（2番人気）
ワイド票数 計 174683 的中 �� 26115（1番人気）�� 14622（4番人気）�� 18502（2番人気）
3連複票数 計 390997 的中 ��� 57112（1番人気）
3連単票数 計 784460 的中 ��� 25445（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．0―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．5―46．5―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．0
3 ・（3，5）9（4，2，10）6，1－8，7 4 ・（3，5）（4，9）（2，6，10）1－8－7

勝馬の
紹 介

ブランボヌール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2013．4．9生 牝2芦 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 クロコスミア号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

17030 6月27日 雨 稍重 （27函館1）第3日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （ダート・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
58．6
57．7

良
重

812 コラッジョーゾ 牡2黒鹿54 藤岡 康太荒井 壽明氏 柴田 光陽 日高 サンシャイン
牧場 490 ―1：01．3 17．1�

811 エピックマジック 牝2青鹿54 岩田 康誠松浦 快之氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 488 ― 〃 クビ 3．2�
55 キタノイチジョー 牡2鹿 54 三浦 皇成河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 472 ―1：02．04 6．9�
22 コーディネーター 牡2栗 54 藤田 伸二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 454 ―1：02．1� 13．4�
44 ウイングラウベン 牡2青 54 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 460 ―1：02．2� 10．9�
11 ウインプリマ 牝2栗 54 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 438 ―1：02．62� 6．6	
56 チ ャ ロ レ イ 牝2鹿 54 柴山 雄一髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 484 ― 〃 アタマ 19．0

79 サフランナイト 牡2鹿 54 勝浦 正樹海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 406 ―1：03．02� 50．4�
33 ダートリーダー 牡2鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 444 ―1：03．42� 37．2�
68 ラ チ ェ ッ ト 牝2栗 54 吉田 隼人 荻伏服部牧場 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 448 ―1：03．93 4．4�
710 シ ャ マ シ ュ 牡2栗 54 丸山 元気加納 大志氏 的場 均 新ひだか 西村 和夫 448 ―1：04．11	 107．1�
67 ダイメイガール 牝2栗 54 松田 大作宮本 孝一氏 中野 栄治 日高 木村牧場 436 ―1：04．73� 35．4�
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売 得 金
単勝： 18，183，300円 複勝： 19，672，300円 枠連： 6，608，600円
馬連： 24，308，700円 馬単： 16，165，000円 ワイド： 14，447，800円
3連複： 31，668，300円 3連単： 48，639，700円 計： 179，693，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 410円 � 150円 � 210円 枠 連（8－8） 1，990円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，880円 �� 450円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 37，790円

票 数

単勝票数 計 181833 的中 � 8983（7番人気）
複勝票数 計 196723 的中 � 9603（8番人気）� 43282（1番人気）� 23275（4番人気）
枠連票数 計 66086 的中 （8－8） 2568（9番人気）
馬連票数 計 243087 的中 �� 9005（8番人気）
馬単票数 計 161650 的中 �� 2639（17番人気）
ワイド票数 計 144478 的中 �� 5627（5番人気）�� 1834（24番人気）�� 8804（3番人気）
3連複票数 計 316683 的中 ��� 5082（14番人気）
3連単票数 計 486397 的中 ��� 933（129番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．5―35．3―47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．8
3 11，2－12，3－4（1，5）8－6（9，10）＝7 4 11，2－12－（4，3，5）－1－9（8，6）－10＝7

勝馬の
紹 介

コラッジョーゾ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ハウスバスター 初出走

2013．5．8生 牡2黒鹿 母 ハイビスカス 母母 パーシャンスポット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 シャマシュ号は，枠入り不良。



17031 6月27日 雨 稍重 （27函館1）第3日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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

711 ツクバホシノオー 牡4鹿 57 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 498－ 21：46．9 3．0�
22 カゼノトビラ 牝3鹿 52 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 450＋ 41：47．32� 5．0�
813 ジンダバイン 牝3黒鹿52 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 4 〃 ハナ 26．8�
812 イノセンテス 牡4鹿 57 藤岡 康太小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 462－ 61：47．4クビ 3．2�
45 ヤマイチレジェンド 牡3栗 54 池添 謙一坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 512＋ 2 〃 クビ 27．2�
57 � スリーマキシマム 牡4鹿 57

54 ▲加藤 祥太永井商事	 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 490－ 71：47．71� 40．3

710 タマノベレッツァ 牝3黒鹿52 岩田 康誠玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 462＋ 21：47．91 17．1�
69 � ダノンロンシャン 牡4芦 57 吉田 隼人	ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 472－ 21：48．32� 10．3�
11 ジョーヌドール 牡5栗 57 柴山 雄一広尾レース	 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 472＋ 6 〃 クビ 37．2
33 テイケイネクサス 牡3鹿 54 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 446－ 41：48．51	 18．4�
56 ドラゴンブルース 牡3鹿 54 三浦 皇成窪田 康志氏 高柳 瑞樹 新冠 ハシモトフアーム 458＋ 61：48．6� 17．8�
44 カフジスター 牡4青鹿57 古川 吉洋加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 470＋ 21：48．8� 72．5�
68 ゼンノコンゴウ 牡5栗 57 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 村上 欽哉 498－ 41：49．75 77．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，956，400円 複勝： 21，684，800円 枠連： 8，364，200円
馬連： 33，836，400円 馬単： 19，382，600円 ワイド： 19，304，700円
3連複： 46，816，800円 3連単： 65，481，600円 計： 231，827，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 180円 � 580円 枠 連（2－7） 730円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，450円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 7，590円 3 連 単 ��� 25，550円

票 数

単勝票数 計 169564 的中 � 44002（1番人気）
複勝票数 計 216848 的中 � 41258（2番人気）� 34885（3番人気）� 7114（9番人気）
枠連票数 計 83642 的中 （2－7） 8879（2番人気）
馬連票数 計 338364 的中 �� 27422（3番人気）
馬単票数 計 193826 的中 �� 8188（6番人気）
ワイド票数 計 193047 的中 �� 14047（3番人気）�� 3246（20番人気）�� 2141（25番人気）
3連複票数 計 468168 的中 ��� 4622（21番人気）
3連単票数 計 654816 的中 ��� 1858（73番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．6―12．6―12．9―12．8―12．5―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．7―43．3―56．2―1：09．0―1：21．5―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツクバホシノオー �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．12．1 中山2着

2011．4．11生 牡4鹿 母 スペシャルリボン 母母 スカーレットリボン 16戦3勝 賞金 31，200，000円
〔制裁〕 ジンダバイン号の騎手藤田伸二は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミッキーボクサー号

17032 6月27日 雨 稍重 （27函館1）第3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

46 � 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 460－ 41：10．3 65．3�
57 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 474＋ 21：10．83 6．0�
11 キースカーフ 牝3鹿 52 菱田 裕二北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 444＋ 21：10．9� 8．4�
33 トーセンシルエット 牝4芦 55 田中 博康島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B470± 01：11．0� 5．6�
712 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 476＋ 4 〃 アタマ 2．4�
45 アイネクライネ 牝5芦 55

52 ▲城戸 義政田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 有限会社
松田牧場 464－ 2 〃 アタマ 33．1	

610 シャインシュラーク 	4栗 57 木幡 初広岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド 448＋ 91：11．1� 39．2

813 ダイワコンシード 牝4鹿 55 三浦 皇成大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 498± 01：11．31
 13．9�
711� フジサンマーケット 牡4栗 57 丹内 祐次藤田 秀行氏 的場 均 浦河トラストスリーファーム 448± 0 〃 クビ 74．7�
58 � 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 446－ 21：11．51
 130．7
22 ディアプリンセス 牝5黒鹿 55

52 ▲加藤 祥太栗本 博晴氏 飯田 雄三 日高 松平牧場 464－ 2 〃 アタマ 25．3�
814 マルターズシャトル 牡3栗 54 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 506＋ 81：11．71 6．6�
69 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± 01：11．91 34．3�
34 � 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 430－ 21：12．22 257．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，941，600円 複勝： 25，668，400円 枠連： 10，526，900円
馬連： 39，358，700円 馬単： 22，579，300円 ワイド： 22，016，300円
3連複： 54，124，900円 3連単： 77，348，200円 計： 273，564，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，530円 複 勝 � 1，240円 � 200円 � 250円 枠 連（4－5） 7，820円

馬 連 �� 16，020円 馬 単 �� 34，770円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 3，320円 �� 820円

3 連 複 ��� 34，220円 3 連 単 ��� 324，140円

票 数

単勝票数 計 219416 的中 � 2686（11番人気）
複勝票数 計 256684 的中 � 4193（11番人気）� 40669（3番人気）� 28181（5番人気）
枠連票数 計 105269 的中 （4－5） 1043（25番人気）
馬連票数 計 393587 的中 �� 1904（38番人気）
馬単票数 計 225793 的中 �� 487（87番人気）
ワイド票数 計 220163 的中 �� 1256（42番人気）�� 1671（33番人気）�� 7223（8番人気）
3連複票数 計 541249 的中 ��� 1186（92番人気）
3連単票数 計 773482 的中 ��� 173（741番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．6―12．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．9―46．0―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．4
3 12，13（1，14）（11，8，10）9（2，5）（7，6）3－4 4 12，13（1，14）（11，8，10）6（2，5，7，9）3＝4

勝馬の
紹 介

�ウイングパラダイス �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 パラダイスクリーク

2011．4．15生 牝4鹿 母 セフティパラダイス 母母 ダンツプリンセス 10戦1勝 賞金 7，500，000円
初出走 JRA



17033 6月27日 雨 稍重 （27函館1）第3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

711 ブレーヴマン 牡3鹿 54 藤岡 康太栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 B446＋ 41：45．8 41．3�
45 クイーンズターフ 牝3青鹿 52

49 ▲加藤 祥太合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 クビ 3．8�

33 ベルフィオーレ 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 434± 01：45．9クビ 4．0�
56 ワンダフルニュース 牡4栗 57 勝浦 正樹島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 B498＋ 4 〃 クビ 54．5�
812 メジャーステップ 牡4栗 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 498－ 61：46．11� 3．3	
22 � ノ ブ ペ イ ジ 牡4鹿 57 藤田 伸二前田 亘輝氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 452＋ 21：46．95 13．8

710 モンサンアルビレオ 牝4栗 55 木幡 初広山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 472＋ 41：47．0� 10．3�
57 セイントチャンス 牡6鹿 57 吉田 隼人内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 470－ 4 〃 ハナ 104．3�
813 サードグラッド 牡3黒鹿54 古川 吉洋吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 486－ 2 〃 ハナ 39．0
69 ミキノノボリリュウ 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 492－ 21：47．1	 7．5�
44 サンアナハイム 牡4黒鹿57 黛 弘人加藤 信之氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 晃司 490＋ 21：47．52	 95．5�
68 � スリーヴェスタ 牡4青鹿57 松田 大作永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 506－101：48．67 106．3�
11 テイエムライオネス 牝5青鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 482－ 81：50．6大差 22．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，831，400円 複勝： 30，676，300円 枠連： 9，989，200円
馬連： 46，478，500円 馬単： 25，051，800円 ワイド： 25，856，500円
3連複： 58，850，500円 3連単： 96，338，400円 計： 318，072，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，130円 複 勝 � 720円 � 180円 � 190円 枠 連（4－7） 2，090円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 16，730円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 2，310円 �� 380円

3 連 複 ��� 8，470円 3 連 単 ��� 105，340円

票 数

単勝票数 計 248314 的中 � 4804（9番人気）
複勝票数 計 306763 的中 � 8342（9番人気）� 49878（2番人気）� 47450（3番人気）
枠連票数 計 99892 的中 （4－7） 3691（9番人気）
馬連票数 計 464785 的中 �� 5667（21番人気）
馬単票数 計 250518 的中 �� 1123（49番人気）
ワイド票数 計 258565 的中 �� 2401（29番人気）�� 2700（24番人気）�� 19599（3番人気）
3連複票数 計 588505 的中 ��� 5211（29番人気）
3連単票数 計 963384 的中 ��� 663（309番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．5―12．8―13．0―11．7―12．4―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―30．2―43．0―56．0―1：07．7―1：20．1―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F38．1
1
3
13，5（3，8）4（2，12，9）（7，11）6，1－10
11，10（13，5）（12，6）3，8（2，9）（4，7）－1

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

勝馬の
紹 介

ブレーヴマン �
�
父 バトルプラン �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．12．7 阪神12着

2012．3．22生 牡3鹿 母 キャットニップ 母母 スウィートインディ 8戦2勝 賞金 15，800，000円
〔発走状況〕 モンサンアルビレオ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ブレーヴマン号の騎手藤岡康太は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）

ブレーヴマン号の騎手藤岡康太は，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。
〔馬の出走停止〕 モンサンアルビレオ号は，平成27年6月28日から裁定委員会の議定があるまで出走停止。
※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 スマートダイバー号・セフティーエムアイ号・バイタルフォルム号・ファイトユアソング号・マルカライン号・

メイショウクローバ号

17034 6月27日 雨 稍重 （27函館1）第3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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

33 サトノメサイア 牡3青鹿54 岩田 康誠里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 510－ 42：01．9 2．1�
68 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 446－ 42：02．32� 4．0�
44 スペランツァデーア 牝4黒鹿55 松田 大作吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 440＋ 22：02．51	 18．7�
11 シャインアロー 
3栗 54 丸田 恭介岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 456＋222：02．81� 12．7�
812� デンコウウンリュウ 牡5鹿 57 古川 吉洋田中 康弘氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 520－ 22：03．01	 46．3�
45 デルマサリーチャン 牝4鹿 55 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 494＋20 〃 クビ 86．5	
57 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57 丸山 元気大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 456＋122：03．1� 137．0

710 ヒカルエリントン 牡5鹿 57 三浦 皇成吉橋 計氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 530＋ 82：03．52� 9．7�
69 ミッキーデータ 牡4鹿 57 吉田 隼人野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 516± 0 〃 クビ 22．8�
22 ベストセラーアスク 牝4鹿 55 荻野 琢真廣崎 利洋氏 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 436＋ 82：03．6クビ 44．5
56 アドマイヤロケット 牡3青鹿54 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：04．13 7．1�
813 サクラビクトワール 
5鹿 57 柴山 雄一�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 476± 02：09．2大差 19．5�

（12頭）
711 オールステイ 牡4鹿 57 黛 弘人石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，226，300円 複勝： 34，753，500円 枠連： 12，539，400円
馬連： 54，387，500円 馬単： 32，851，800円 ワイド： 28，291，900円
3連複： 65，703，800円 3連単： 121，183，100円 計： 378，937，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 130円 � 240円 枠 連（3－6） 340円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 210円 �� 620円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 5，790円

票 数

単勝票数 差引計 292263（返還計 1347） 的中 � 110240（1番人気）
複勝票数 差引計 347535（返還計 1290） 的中 � 84455（1番人気）� 77872（2番人気）� 25637（6番人気）
枠連票数 差引計 125394（返還計 177） 的中 （3－6） 28534（1番人気）
馬連票数 差引計 543875（返還計 9200） 的中 �� 84968（1番人気）
馬単票数 差引計 328518（返還計 4084） 的中 �� 32327（1番人気）
ワイド票数 差引計 282919（返還計 3200） 的中 �� 42110（1番人気）�� 10448（7番人気）�� 7770（10番人気）
3連複票数 差引計 657038（返還計 17499） 的中 ��� 22083（5番人気）
3連単票数 差引計1211831（返還計 26709） 的中 ��� 15156（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．2―47．5―59．8―1：12．3―1：24．8―1：37．2―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノメサイア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Acatenango デビュー 2015．1．24 中山2着

2012．4．8生 牡3青鹿 母 ダ リ シ ア 母母 Dynamis 4戦2勝 賞金 20，243，000円
〔出走取消〕 オールステイ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 テンカイチ号の騎手丸山元気は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（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〕 サクラビクトワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月27日まで平地

競走に出走できない。



17035 6月27日 雨 稍重 （27函館1）第3日 第11競走 ��
��1，700�

おおぬま

大沼ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

810 ジェベルムーサ 牡5鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 566＋201：43．9 5．4�
811 カチューシャ 牝6栃栗56 伊藤 工真窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 486－ 21：44．21� 3．8�
44 ソ ロ ル 牡5黒鹿57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム B504＋10 〃 クビ 4．4�
55 ツクバコガネオー 	7栗 56 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 530＋ 21：44．51� 24．3�
79 カーティスバローズ 牡5鹿 56 三浦 皇成猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 512＋ 41：44．6
 20．4�
33 レッドグランザ 牡6鹿 56 四位 洋文 	東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 武 牧場 B508－ 61：44．7
 5．4

11 � ヒ ュ ウ マ 牡5鹿 56 吉田 隼人林 正道氏 斎藤 誠 米 Aaron Sones 510± 0 〃 クビ 41．3�
67 ヒ メ サ ク ラ 牝5鹿 54 藤田 伸二岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 460＋ 21：45．44 12．8�
22 ホーカーテンペスト 牡6栗 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510＋ 8 〃 クビ 25．8
66 � ダブルスター 牡6栗 56 丹内 祐次�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 520＋101：46．03
 58．4�
78 エ ア ウ ル フ 牡8栗 57 松田 大作 	ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B486－ 61：47．27 6．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，884，400円 複勝： 73，445，300円 枠連： 26，593，200円
馬連： 173，039，100円 馬単： 73，911，200円 ワイド： 72，344，400円
3連複： 207，363，400円 3連単： 342，400，000円 計： 1，020，981，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 130円 � 160円 枠 連（8－8） 1，400円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 560円 �� 460円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 12，960円

票 数

単勝票数 計 518844 的中 � 76071（4番人気）
複勝票数 計 734453 的中 � 83417（5番人気）� 163823（1番人気）� 120897（2番人気）
枠連票数 計 265932 的中 （8－8） 14630（7番人気）
馬連票数 計1730391 的中 �� 83621（7番人気）
馬単票数 計 739112 的中 �� 17199（15番人気）
ワイド票数 計 723444 的中 �� 31707（7番人気）�� 39784（5番人気）�� 49523（2番人気）
3連複票数 計2073634 的中 ��� 81563（4番人気）
3連単票数 計3424000 的中 ��� 19144（35番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．9―12．2―12．5―12．2―12．0―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．6―41．8―54．3―1：06．5―1：18．5―1：31．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジェベルムーサ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2012．11．4 東京1着

2010．2．15生 牡5鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 13戦6勝 賞金 118，160，000円

17036 6月27日 雨 稍重 （27函館1）第3日 第12競走 ��
��1，200�

お し ゃ ま ん べ

長 万 部 特 別
発走16時05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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：08．0
1：06．5

良
良

33 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± 01：09．9 6．2�
77 マイネシーア 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 81：10．22 13．4�
89 イ キ オ イ 牡3鹿 54 藤田 伸二西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 438－181：10．41� 51．2�
44 ヴァイサーリッター 牡4芦 57 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 476＋ 41：10．71	 5．7�
66 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± 0 〃 クビ 51．5�
11 ハ ッ シ ュ 牝4芦 55 藤岡 康太 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 478－ 2 〃 ハナ 3．7	
55 
 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 468＋ 4 〃 ハナ 99．8

810 ビリーヴザワン �4鹿 57 柴山 雄一岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 478－ 81：11．44 20．3�
22 
 ホ ス ト 牡4黒鹿57 吉田 隼人内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 528± 01：11．61� 2．4�
78 コ モ ド ー 牡3青鹿54 岩田 康誠 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 490＋141：11．81� 12．9
（10頭）

売 得 金
単勝： 39，359，200円 複勝： 41，167，400円 枠連： 16，260，500円
馬連： 73，934，900円 馬単： 45，013，200円 ワイド： 38，618，200円
3連複： 89，107，000円 3連単： 191，371，200円 計： 534，831，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 390円 � 1，210円 枠 連（3－7） 2，580円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 8，490円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 3，500円 �� 5，180円

3 連 複 ��� 41，450円 3 連 単 ��� 206，460円

票 数

単勝票数 計 393592 的中 � 50222（4番人気）
複勝票数 計 411674 的中 � 63769（3番人気）� 26739（6番人気）� 7362（9番人気）
枠連票数 計 162605 的中 （3－7） 4871（12番人気）
馬連票数 計 739349 的中 �� 12900（15番人気）
馬単票数 計 450132 的中 �� 3972（25番人気）
ワイド票数 計 386182 的中 �� 8418（12番人気）�� 2813（28番人気）�� 1888（34番人気）
3連複票数 計 891070 的中 ��� 1612（78番人気）
3連単票数 計1913712 的中 ��� 672（367番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―12．0―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロピカルガーデン �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 Woodman デビュー 2014．7．6 中京10着

2012．2．28生 牝3鹿 母 ウディバードソング 母母 All for Erika 15戦2勝 賞金 36，478，000円



（27函館1）第3日 6月27日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 152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

184，450，000円
1，060，000円
8，080，000円
1，280，000円
16，520，000円
55，303，500円
3，926，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
298，979，600円
398，274，800円
129，448，400円
597，906，400円
335，959，500円
313，744，600円
763，468，600円
1，273，531，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，111，313，800円

総入場人員 3，858名 （有料入場人員 3，411名）
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