
20025 7月18日 曇 良 （27函館2）第3日 第1競走 ��
��1，000�サラブレッド系2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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
58．6
57．7

良
重

67 ラブゴーギャン 牡2鹿 54 三浦 皇成森田 千秋氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 468± 01：00．2 6．2�
68 メイショウコボウシ 牡2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 462－ 41：00．73 80．9�
33 ビービーサレンダー 牡2鹿 54 武 豊�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 456± 0 〃 ハナ 3．1�
710 シゲルムロアジ 牡2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 480－ 41：01．12� 12．5�
55 ノ ア ビ ジ ン 牝2鹿 54 田中 健野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 452－ 41：01．31� 5．7�
22 スティルプリンス 牡2鹿 54 吉田 隼人山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 476－ 41：01．4クビ 23．1	
44 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 482－ 61：01．5� 2．9

56 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 470－ 21：01．71� 31．5�
79 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 462＋ 21：02．44 42．5
11 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 416＋101：02．82� 175．3�
811 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 462± 01：04．07 325．4�
812 ミザントロープ 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政古賀 慎一氏 谷原 義明 新ひだか 西村 和夫 B402＋ 61：04．21 247．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，536，500円 複勝： 30，008，900円 枠連： 7，085，800円
馬連： 31，027，000円 馬単： 20，594，800円 ワイド： 19，107，500円
3連複： 44，060，400円 3連単： 74，359，000円 計： 243，779，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 1，310円 � 130円 枠 連（6－6） 20，330円

馬 連 �� 19，480円 馬 単 �� 24，630円

ワ イ ド �� 4，460円 �� 470円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 15，910円 3 連 単 ��� 113，010円

票 数

単勝票数 計 175365 的中 � 23521（4番人気）
複勝票数 計 300089 的中 � 31924（4番人気）� 3824（9番人気）� 87723（1番人気）
枠連票数 計 70858 的中 （6－6） 270（25番人気）
馬連票数 計 310270 的中 �� 1234（29番人気）
馬単票数 計 205948 的中 �� 627（49番人気）
ワイド票数 計 191075 的中 �� 1043（29番人気）�� 11532（5番人気）�� 1382（25番人気）
3連複票数 計 440604 的中 ��� 2076（39番人気）
3連単票数 計 743590 的中 ��� 477（245番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．0―12．2―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブゴーギャン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2015．7．5 函館5着

2013．3．11生 牡2鹿 母 ヒロアンジェロ 母母 スポーデズブルー 2戦1勝 賞金 5，700，000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。
（非抽選馬） 1頭 ササメユキ号

20026 7月18日 曇 良 （27函館2）第3日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時25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

79 ゴールドグローリー 牝3栗 54 柴山 雄一居城 要氏 西村 真幸 新冠 北勝ファーム 490－ 41：47．7 5．0�
812 ア サ バ ス カ 牝3黒鹿54 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 474－ 41：48．02 7．2�
811 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 478－ 6 〃 ハナ 4．2�

22 エヴリホープ 牝3栗 54
51 ▲城戸 義政�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 444＋ 81：48．63� 6．5�

44 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－ 21：48．81� 4．1�
710 メイスンセンター 牝3鹿 54 岩田 康誠梅村 浩氏 小島 茂之 新冠 新冠橋本牧場 450－ 81：49．75 16．9	
11 シャトーブリアン 牝3芦 54 三浦 皇成佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム B470＋ 61：49．8クビ 8．1

33 カ ル デ ィ ア 牝3鹿 54 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 444＋22 〃 クビ 20．3�
68 パープルオンリー 牝3黒鹿54 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 B440－ 41：50．33 50．6�
67 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 392± 01：50．5� 82．6
56 ミ エ ル 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹落合 幸弘氏 武井 亮 日高 下河辺牧場 B462－ 21：50．82 96．3�
55 ト リ ル ビ ー 牝3鹿 54 木幡 初広髙樽さゆり氏 牧 光二 新冠 武田 修一 454－ 41：53．2大差 77．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，099，700円 複勝： 20，808，800円 枠連： 6，886，200円
馬連： 25，806，200円 馬単： 15，384，100円 ワイド： 16，389，700円
3連複： 35，472，500円 3連単： 51，042，600円 計： 185，889，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 210円 � 180円 枠 連（7－8） 640円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 680円 �� 580円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 16，160円

票 数

単勝票数 計 140997 的中 � 22162（3番人気）
複勝票数 計 208088 的中 � 25409（4番人気）� 25353（5番人気）� 31657（2番人気）
枠連票数 計 68862 的中 （7－8） 8280（1番人気）
馬連票数 計 258062 的中 �� 10514（10番人気）
馬単票数 計 153841 的中 �� 3558（15番人気）
ワイド票数 計 163897 的中 �� 6149（11番人気）�� 7332（6番人気）�� 6861（7番人気）
3連複票数 計 354725 的中 ��� 9653（10番人気）
3連単票数 計 510426 的中 ��� 2289（59番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．1―43．0―55．7―1：08．3―1：21．5―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
・（3，4，9）2，5（1，11）6－7，10，8，12・（3，4，9）（2，1）－11－（5，12）6，10（7，8）

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

勝馬の
紹 介

ゴールドグローリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2015．2．15 京都3着

2012．5．25生 牝3栗 母 ハチマンダイボサツ 母母 アジヤタイリン 7戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トリルビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月18日まで平地競走に

出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 函館競馬 第３日



20027 7月18日 曇 良 （27函館2）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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

57 プルガステル 牡3青鹿56 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 464－ 61：09．7 3．5�
69 ヤマノリリコイ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹山住 勲氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414＋ 21：10．02 8．5�
58 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 458＋ 21：10．21 4．4�
45 カラマンシー 牝3栗 54 吉田 隼人�G1レーシング 天間 昭一 千歳 社台ファーム 420＋ 21：10．41 185．4�
34 フクノセヴラン 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政福島 祐子氏 小野 次郎 浦河 ガーベラパー
クスタツド 446－ 8 〃 ハナ 191．6	

610 クリノツーイーソー 牡3栗 56 岩田 康誠栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 428± 0 〃 ハナ 18．5

46 エスティノーヴァ 牝3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 432－ 6 〃 クビ 30．4�
814 メイショウグラチェ 牝3栗 54 武 豊松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 472－ 41：10．5� 5．5�
22 ドリームポリーニ 牡3栗 56 松田 大作セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 456＋ 61：10．6クビ 17．9
33 セイウンエオリア 牡3栗 56 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 高昭牧場 474－ 21：10．7� 63．4�
813 タカラフェニックス 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 430＋12 〃 ハナ 72．3�
711 ココロナルハ 牝3黒鹿54 田中 健藤原征士郎氏 福島 信晴 浦河 大西ファーム 442＋101：10．8� 10．5�
11 オーヴェール 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太村山 卓也氏 栗田 徹 新ひだか 藤本牧場 412＋ 21：10．9クビ 6．0�
712 フラワーフェスタ 牝3鹿 54 黛 弘人山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 414＋121：12．07 141．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，647，200円 複勝： 25，513，800円 枠連： 8，436，200円
馬連： 28，132，600円 馬単： 16，165，200円 ワイド： 17，437，200円
3連複： 39，162，500円 3連単： 50，687，600円 計： 202，182，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 180円 � 150円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 610円 �� 350円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 9，700円

票 数

単勝票数 計 166472 的中 � 37432（1番人気）
複勝票数 計 255138 的中 � 50412（1番人気）� 33528（4番人気）� 43027（2番人気）
枠連票数 計 84362 的中 （5－6） 11609（1番人気）
馬連票数 計 281326 的中 �� 14545（5番人気）
馬単票数 計 161652 的中 �� 4504（6番人気）
ワイド票数 計 174372 的中 �� 7052（7番人気）�� 13696（1番人気）�� 7701（3番人気）
3連複票数 計 391625 的中 ��� 14778（3番人気）
3連単票数 計 506876 的中 ��� 3786（11番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―11．8―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．0―45．8―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プルガステル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Grape Tree Road デビュー 2014．10．5 新潟4着

2012．5．1生 牡3青鹿 母 ゴ レ ラ 母母 Exciting Times 5戦1勝 賞金 6，700，000円

20028 7月18日 曇 良 （27函館2）第3日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時25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

66 ツクバイーメーカー 牡3鹿 56 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新冠 ムラカミファーム 506＋ 81：47．1 21．5�
77 タマモアタック 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 492＋121：48．16 5．5�
44 サトーリアス 牡3鹿 56 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 21：48．84 3．4�
33 メイショウテンロウ 牡3鹿 56 武 豊松本 好�氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 484＋ 8 〃 クビ 3．7�
89 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 444± 01：48．9クビ 53．4	
55 ガンクラブチェック 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 21：49．11� 14．4

22 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 480＋ 41：49．41� 2．7�
88 リキサンレーヴ 牡3鹿 56 黛 弘人 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 514＋ 41：50．25 103．4
11 リ ッ フ ェ ル 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹�下河辺牧場 大江原 哲 日高 下河辺牧場 440＋ 21：52．3大差 177．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 16，538，100円 複勝： 20，420，800円 枠連： 5，584，000円
馬連： 25，098，500円 馬単： 18，379，500円 ワイド： 13，223，400円
3連複： 33，262，300円 3連単： 71，936，100円 計： 204，442，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 400円 � 210円 � 150円 枠 連（6－7） 6，510円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 14，960円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，250円 �� 450円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 68，440円

票 数

単勝票数 計 165381 的中 � 6141（6番人気）
複勝票数 計 204208 的中 � 10415（6番人気）� 24952（4番人気）� 42561（2番人気）
枠連票数 計 55840 的中 （6－7） 664（18番人気）
馬連票数 計 250985 的中 �� 3972（14番人気）
馬単票数 計 183795 的中 �� 921（32番人気）
ワイド票数 計 132234 的中 �� 1755（18番人気）�� 2630（13番人気）�� 8129（6番人気）
3連複票数 計 332623 的中 ��� 3301（21番人気）
3連単票数 計 719361 的中 ��� 762（153番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．8―13．3―12．2―12．1―12．5―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．7―31．5―44．8―57．0―1：09．1―1：21．6―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．0
1
3
・（4，6）3，7，8，5，2－1－9・（4，6）－（3，2）7，5－8，9－1

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

勝馬の
紹 介

ツクバイーメーカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．7．19 福島13着

2012．2．29生 牡3鹿 母 フェアノータム 母母 バブルウイングス 6戦1勝 賞金 5，350，000円
〔発走状況〕 リキサンレーヴ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッフェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月18日まで平地競走に

出走できない。



20029 7月18日 小雨 良 （27函館2）第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時15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

66 � ド ナ ル チ ア 牝2栗 54 岩田 康誠小川眞査雄氏 矢作 芳人 米
Hill ’N’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Stretch
Run Ventures, LLC

410 ―1：10．9 1．8�
55 コウセイカルメン 牝2鹿 54 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 380 ―1：11．11� 17．6�
78 シルクリバー 牝2鹿 54 吉田 隼人鈴木 照雄氏 本間 忍 洞	湖 レイクヴィラファーム 460 ― 〃 クビ 32．1�
810 アーマンディ 牝2黒鹿54 三浦 皇成山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 442 ―1：11．2クビ 12．7�
89 マカーオーン 牡2鹿 54 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 
川 啓一 468 ― 〃 クビ 17．1�
11 フィールドシャルム 牡2鹿 54 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 新冠 パカパカ

ファーム 458 ―1：11．41� 3．7�
77 デルマジロキチ 牡2鹿 54 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 440 ― 〃 クビ 58．6	
33 ヨ シ オ 牡2鹿 54 藤田 伸二仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 452 ―1：11．72 10．9

22 ヒデサンエース 牡2栗 54

51 ▲城戸 義政井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 富田牧場 436 ―1：12．44 75．1�
44 ハナヨリダンゴ 牝2栗 54 柴山 雄一�Basic 小野 次郎 新冠 佐藤牧場 402 ―1：12．93 43．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，939，500円 複勝： 25，349，700円 枠連： 7，186，700円
馬連： 28，197，300円 馬単： 21，914，500円 ワイド： 16，659，800円
3連複： 36，013，700円 3連単： 75，150，900円 計： 236，412，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 310円 � 390円 枠 連（5－6） 1，430円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 640円 �� 890円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 7，320円 3 連 単 ��� 21，280円

票 数

単勝票数 計 259395 的中 � 119357（1番人気）
複勝票数 計 253497 的中 � 113798（1番人気）� 13167（6番人気）� 9897（7番人気）
枠連票数 計 71867 的中 （5－6） 3883（6番人気）
馬連票数 計 281973 的中 �� 14373（5番人気）
馬単票数 計 219145 的中 �� 8194（6番人気）
ワイド票数 計 166598 的中 �� 6965（7番人気）�� 4857（10番人気）�� 1239（27番人気）
3連複票数 計 360137 的中 ��� 3689（23番人気）
3連単票数 計 751509 的中 ��� 2560（62番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．0―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．6―47．6―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ド ナ ル チ ア �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Mutakddim 初出走

2013．5．11生 牝2栗 母 Lady Tak 母母 Star of My Eye 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20030 7月18日 小雨 良 （27函館2）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45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

11 エドノジョンソン 牡3鹿 56 荻野 琢真遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 458± 01：49．0 5．2�
69 エッケザックス 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452± 01：49．1� 1．8�
44 ウインエスパシオ 牡3青鹿56 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 512＋ 41：49．31� 8．9�
711 メイショウスターク 牡3青鹿56 岩田 康誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 林 孝輝 438± 0 〃 クビ 11．6�
33 スカイロケット 牡3青鹿56 勝浦 正樹前田 幸治氏 萩原 清 日高 前川ファーム 508± 01：49．51� 27．1	
22 バウトナカヤマ 牡3黒鹿56 三浦 皇成�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 502＋12 〃 アタマ 12．9

56 ワイドグローリー 牡3鹿 56 池添 謙一幅田 昌伸氏 池添 兼雄 新冠 石田牧場 468－ 41：49．81	 8．4�
68 ヴェルデプラート 牡3栗 56 木幡 初広落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 448＋ 21：49．9� 115．7�
710 プレイアンドラスト 牝3鹿 54 吉田 隼人�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454－ 61：50．0� 29．7
812 アスターロマーネ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 岡本 昌市 394＋ 2 〃 ハナ 344．2�
45 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 486－ 41：50．53 44．6�
57 モアザンソニック 牡3栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 21：51．03 113．2�
813 デルマワカダンナ 牡3鹿 56 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 472－ 21：51．21� 237．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，517，000円 複勝： 34，762，700円 枠連： 7，555，800円
馬連： 30，404，400円 馬単： 20，561，600円 ワイド： 18，812，100円
3連複： 38，475，400円 3連単： 69，678，500円 計： 241，767，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 110円 � 170円 枠 連（1－6） 500円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 260円 �� 530円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 8，410円

票 数

単勝票数 計 215170 的中 � 32665（2番人気）
複勝票数 計 347627 的中 � 31745（2番人気）� 182828（1番人気）� 29008（4番人気）
枠連票数 計 75558 的中 （1－6） 11532（1番人気）
馬連票数 計 304044 的中 �� 41437（1番人気）
馬単票数 計 205616 的中 �� 9083（5番人気）
ワイド票数 計 188121 的中 �� 19939（1番人気）�� 8076（7番人気）�� 16699（3番人気）
3連複票数 計 384754 的中 ��� 21885（1番人気）
3連単票数 計 696785 的中 ��� 6002（17番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エドノジョンソン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Theatrical デビュー 2014．11．2 東京6着

2012．4．29生 牡3鹿 母 タイキタムレット 母母 Patently Clear 11戦1勝 賞金 6，250，000円



20031 7月18日 小雨 良 （27函館2）第3日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13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
2：32．8
2：28．6

稍重
不良

77 ティーポイズン 牡4栗 57 藤岡 康太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 498－ 62：35．3 2．0�
44 バイタルフォース 牡3鹿 54 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508± 0 〃 クビ 2．6�
66 � デルマコテツ 牡4栗 57 菱田 裕二浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 438＋ 82：35．51� 25．5�
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 496－ 22：36．67 14．6�
55 ミッキーボクサー 牡4黒鹿57 小林 徹弥三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 448－ 22：36．7� 28．9�
11 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 468－ 22：36．8	 43．9�
89 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± 02：36．9	 5．4	
88 ドラゴンブルース 牡3鹿 54

51 ▲井上 敏樹窪田 康志氏 高柳 瑞樹 新冠 ハシモトフアーム 456－ 22：37．85 21．9

33 � リッカタキシード 
8黒鹿 57

54 ▲加藤 祥太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 458＋ 22：41．4大差 136．2�
（9頭）

売 得 金
単勝： 20，125，700円 複勝： 43，364，600円 枠連： 8，024，900円
馬連： 31，477，200円 馬単： 22，524，500円 ワイド： 16，937，200円
3連複： 40，800，500円 3連単： 88，795，800円 計： 272，050，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 250円 枠 連（4－7） 180円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 160円 �� 490円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 3，380円

票 数

単勝票数 計 201257 的中 � 76719（1番人気）
複勝票数 計 433646 的中 � 277892（1番人気）� 61956（2番人気）� 12280（5番人気）
枠連票数 計 80249 的中 （4－7） 33537（1番人気）
馬連票数 計 314772 的中 �� 108693（1番人気）
馬単票数 計 225245 的中 �� 41600（1番人気）
ワイド票数 計 169372 的中 �� 36603（1番人気）�� 7481（6番人気）�� 5365（10番人気）
3連複票数 計 408005 的中 ��� 22511（4番人気）
3連単票数 計 887958 的中 ��� 19005（10番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．6―13．2―13．0―13．6―13．8―13．4―11．8―12．3―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―25．1―38．7―51．9―1：04．9―1：18．5―1：32．3―1：45．7―1：57．5―2：09．8―2：22．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティーポイズン �

父 キングカメハメハ �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．22 阪神12着

2011．3．30生 牡4栗 母 ホシノメガミ 母母 ダイアナスキー 17戦3勝 賞金 37，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカタキシード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月18日まで平地競

走に出走できない。

20032 7月18日 曇 良 （27函館2）第3日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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
57．7
56．9

重
重

55 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± 0 59．5 2．3�
66 ビバワールド �4鹿 57

54 ▲加藤 祥太窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 B510－10 59．6� 16．1�
78 ティーエスカクタス 牡3栗 54 松田 大作田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B484± 0 〃 クビ 4．9�
67 ハクサンフレンチ 牡3鹿 54 岩田 康誠河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 492＋ 2 〃 クビ 5．0�
11 トラストレイカ 牝3鹿 52 黛 弘人菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 432＋ 81：00．13 7．4�
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 B466＋ 4 〃 クビ 17．2	
810� フジサンマーケット 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹藤田 秀行氏 的場 均 浦河トラストスリーファーム 450－ 4 〃 ハナ 91．1

33 ホワイトクリスマス 牡4芦 57 藤田 伸二岡 浩二氏 森 秀行 新冠 赤石 久夫 496－101：00．31 30．0�
44 リバーコンサート 牝4栗 55 勝浦 正樹河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 448＋ 4 〃 クビ 13．3�
79 フレンチフェロー �4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 B448± 01：00．51	 130．3
811� ワイルドジーク 牡4栗 57 柴山 雄一ディアレスト 松永 康利 新冠 ハクツ牧場 470＋121：00．6� 30．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，268，000円 複勝： 27，084，600円 枠連： 7，685，400円
馬連： 33，277，800円 馬単： 20，373，300円 ワイド： 19，807，600円
3連複： 42，040，400円 3連単： 73，861，500円 計： 246，398，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 310円 � 170円 枠 連（5－6） 390円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 600円 �� 260円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 18，430円

票 数

単勝票数 計 222680 的中 � 77405（1番人気）
複勝票数 計 270846 的中 � 96072（1番人気）� 14581（7番人気）� 33866（3番人気）
枠連票数 計 76854 的中 （5－6） 15216（1番人気）
馬連票数 計 332778 的中 �� 13888（7番人気）
馬単票数 計 203733 的中 �� 4695（11番人気）
ワイド票数 計 198076 的中 �� 8082（7番人気）�� 22488（2番人気）�� 3180（18番人気）
3連複票数 計 420404 的中 ��� 10636（10番人気）
3連単票数 計 738615 的中 ��� 2904（59番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―12．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―34．6―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアゴッホ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ショウナンカンプ デビュー 2013．6．15 函館3着

2011．4．22生 牡4栗 母 アイリスモレア 母母 ユアアディクト 25戦3勝 賞金 48，120，000円
〔発走状況〕 トラストレイカ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ティーエスカクタス号の騎手松田大作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・9番）



20033 7月18日 曇 良 （27函館2）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

79 コクリュウノマイ �4青鹿57 丸田 恭介髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B484－ 41：46．4 5．7�
810 オアフライダー 牡5鹿 57 松田 大作 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム 488＋ 81：46．61� 36．7�
44 フクノドービル 牡3鹿 54 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 494＋ 41：46．7クビ 13．4�
33 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± 0 〃 クビ 3．3�
811 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 494＋ 2 〃 ハナ 17．5�
67 � テラノココロ 牝6青鹿 55

52 ▲加藤 祥太寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：46．8� 55．1	
78 � ダイシンプロト 牡5鹿 57 M．デムーロ大八木信行氏 庄野 靖志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－141：46．9クビ 5．6

22 タイキオールブルー 牡3青鹿54 岩田 康誠�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 440－ 41：47．11	 8．0�
55 マルカライン 牡3栗 54 藤岡 康太日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 500－ 21：47．2
 8．6
66 トーホウパルサー 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 518－101：47．62� 6．4�
11 テイエムクロタカ 牡3青鹿54 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 478± 01：48．34 36．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，179，300円 複勝： 31，778，300円 枠連： 9，839，200円
馬連： 41，395，700円 馬単： 22，317，000円 ワイド： 24，062，900円
3連複： 51，300，600円 3連単： 83，562，000円 計： 287，435，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 790円 � 370円 枠 連（7－8） 1，730円

馬 連 �� 9，750円 馬 単 �� 15，890円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 1，390円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 21，880円 3 連 単 ��� 158，590円

票 数

単勝票数 計 231793 的中 � 32189（3番人気）
複勝票数 計 317783 的中 � 43152（3番人気）� 9074（9番人気）� 21843（7番人気）
枠連票数 計 98392 的中 （7－8） 4405（9番人気）
馬連票数 計 413957 的中 �� 3288（32番人気）
馬単票数 計 223170 的中 �� 1053（62番人気）
ワイド票数 計 240629 的中 �� 2632（27番人気）�� 4555（17番人気）�� 1692（39番人気）
3連複票数 計 513006 的中 ��� 1758（77番人気）
3連単票数 計 835620 的中 ��� 382（517番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―30．4―43．4―56．3―1：08．3―1：20．7―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コクリュウノマイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．10．27 東京9着

2011．5．14生 �4青鹿 母 シャドウダンス 母母 タックスペイヤーズフォリー 18戦3勝 賞金 24，600，000円
〔発走状況〕 ダイシンプロト号は，発進不良〔出遅れ〕。

20034 7月18日 曇 良 （27函館2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

が ぎ ゅ う ざ ん

臥 牛 山 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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 レッドルモンド 牡3青鹿54 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 524－102：00．5 6．4�
34 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 452－ 42：00．6	 18．8�
815
 ストリートオベロン 牡3黒鹿54 M．デムーロ門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 464－ 42：00．7� 7．6�
35 ツクバアズマオー 牡4鹿 57 武 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 462－ 22：00．8� 2．5�
11 ギブアンドテイク 牡4栗 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 500＋ 42：00．9� 6．6�
814 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 442＋ 22：01．0クビ 26．7	
58 ジェイケイネオ 牡5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 486－122：01．1	 71．7

611 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－ 4 〃 アタマ 26．5�
59 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 456＋10 〃 クビ 5．7�
713 イレプレイスブル 牡5黒鹿57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464＋ 22：01．52	 26．5
47 マウイノカオイ 牡5鹿 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 480－ 22：01．71	 87．6�
712 ヒルノマレット 牡3黒鹿54 田中 健�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 488－ 42：02．02 31．5�
23 マイネルクレイズ 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 490－ 2 〃 ハナ 77．8�
610 フィールドリアン 牡3黒鹿54 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 462＋ 22：02．21� 82．2�
46 マコトグランドゥ 牡3栗 54 荻野 琢真�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 466＋ 42：03．37 162．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，240，600円 複勝： 52，819，300円 枠連： 16，812，400円
馬連： 77，375，100円 馬単： 37，125，600円 ワイド： 38，711，700円
3連複： 98，318，300円 3連単： 147，240，200円 計： 501，643，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 290円 � 540円 � 290円 枠 連（2－3） 940円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 8，340円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 1，360円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 19，490円 3 連 単 ��� 99，570円

票 数

単勝票数 計 332406 的中 � 41183（3番人気）
複勝票数 計 528193 的中 � 49838（5番人気）� 23160（7番人気）� 50556（4番人気）
枠連票数 計 168124 的中 （2－3） 13837（4番人気）
馬連票数 計 773751 的中 �� 10939（18番人気）
馬単票数 計 371256 的中 �� 3336（28番人気）
ワイド票数 計 387117 的中 �� 5322（21番人気）�� 7440（14番人気）�� 3308（32番人気）
3連複票数 計 983183 的中 ��� 3783（65番人気）
3連単票数 計1472402 的中 ��� 1072（304番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．0―11．9―12．1―12．4―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．2―47．2―59．1―1：11．2―1：23．6―1：35．9―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドルモンド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Forest Camp デビュー 2014．9．6 新潟2着

2012．4．4生 牡3青鹿 母 カロンセギュール 母母 Yesterdays Gone 6戦2勝 賞金 22，777，000円



20035 7月18日 小雨 良 （27函館2）第3日 第11競走 ��
��1，200�S T V 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

札幌テレビ放送賞（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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

68 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 496＋ 41：09．5 5．9�
44 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 474＋ 41：09．82 7．8�
45 ダノンマッキンレー 牡4栗 57 藤岡 康太�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 496－ 6 〃 クビ 9．8�
812 ファインスカイ 牝5鹿 55 古川 吉洋 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 480－ 41：09．9クビ 62．4�
56 � レッドシャンクス 	6鹿 57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 480－ 61：10．0
 16．6�
11 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± 01：10．1
 4．2	
57 フリーアズアバード 	7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 B472－ 41：10．2
 57．1

69 ブラヴィッシモ 牡3鹿 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B488－12 〃 ハナ 2．3�
813 ビットスターダム 牡7芦 57 菱田 裕二馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 462± 0 〃 クビ 78．7�
711 ストークアンドレイ 牝5芦 55 藤田 伸二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 474－ 21：10．3クビ 41．4
33 � カディーシャ 牝6栗 55 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 434＋ 61：10．4� 93．9�
710� 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 462＋ 2 〃 クビ 26．5�
22 ウインプロスパー 牡5鹿 57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B522－ 61：10．71� 61．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，467，600円 複勝： 62，891，800円 枠連： 31，873，200円
馬連： 137，912，400円 馬単： 69，626，200円 ワイド： 60，322，700円
3連複： 178，060，400円 3連単： 314，328，800円 計： 902，483，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 230円 � 210円 枠 連（4－6） 410円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 800円 �� 810円 �� 830円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 26，970円

票 数

単勝票数 計 474676 的中 � 63486（3番人気）
複勝票数 計 628918 的中 � 81481（3番人気）� 68847（5番人気）� 77393（4番人気）
枠連票数 計 318732 的中 （4－6） 59791（1番人気）
馬連票数 計1379124 的中 �� 49486（8番人気）
馬単票数 計 696262 的中 �� 11427（16番人気）
ワイド票数 計 603227 的中 �� 19355（8番人気）�� 19165（9番人気）�� 18642（10番人気）
3連複票数 計1780604 的中 ��� 24968（16番人気）
3連単票数 計3143288 的中 ��� 8449（76番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．6―11．8―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．1―46．9―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 8，12（4，13）（7，11）（5，9）（1，6）（2，3，10） 4 8，12（4，13）（7，11）（5，9，6）（1，10）（2，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マジックシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2014．7．5 函館9着

2012．3．16生 牡3栗 母 デイトナイト 母母 Bay Magic 11戦3勝 賞金 40，935，000円

20036 7月18日 曇 良 （27函館2）第3日 第12競走 ��1，800�
ゆ の は ま

湯 浜 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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

69 エイシンノーティス 牝4鹿 55 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 464－ 41：50．1 11．4�
711 バ ン ゴ ー ル 牝3鹿 52 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 426＋18 〃 クビ 4．4�
45 トーセンナチュラル 牝3黒鹿52 井上 敏樹島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 426＋ 41：50．31� 8．3�
58 ヒルノマテーラ 牝4黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 470＋22 〃 ハナ 3．8	
46 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 478－ 2 〃 クビ 15．1

814 ツクバアスナロ 牝4鹿 55 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 洞�湖 レイクヴィラファーム 464＋ 21：50．4� 12．6�
33 ヤマニンバステト 牝4鹿 55 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 456－ 4 〃 ハナ 10．6�
813 サブトゥエンティ 牝3栗 52 M．デムーロ吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 446＋261：50．5� 12．0
712 ナイトブルーミング 牝5芦 55 岩田 康誠平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 450± 0 〃 クビ 14．1�
11 グレイスフルワード 牝3鹿 52 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 21：50．71� 44．3�
22 エアルシアン 牝3鹿 52 池添 謙一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：50．91� 8．4�
34 	 マ ニ エ ー テ 牝4栗 55 杉原 誠人堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 422± 01：51．0クビ 118．4�
57 ビレッジソング 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 430＋ 81：51．21� 123．1�
610 オンユアマーク 牝3青鹿52 勝浦 正樹髙樽 優也氏 新開 幸一 浦河 杵臼斉藤牧場 454＋ 81：52．26 86．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，117，500円 複勝： 60，293，000円 枠連： 21，503，000円
馬連： 94，141，200円 馬単： 42，240，700円 ワイド： 49，796，400円
3連複： 119，902，900円 3連単： 169，897，000円 計： 597，891，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 300円 � 190円 � 260円 枠 連（6－7） 2，110円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 7，840円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 2，070円 �� 860円

3 連 複 ��� 11，590円 3 連 単 ��� 86，800円

票 数

単勝票数 計 401175 的中 � 28086（6番人気）
複勝票数 計 602930 的中 � 47992（5番人気）� 95846（2番人気）� 58173（4番人気）
枠連票数 計 215030 的中 （6－7） 7873（11番人気）
馬連票数 計 941412 的中 �� 20927（13番人気）
馬単票数 計 422407 的中 �� 4040（29番人気）
ワイド票数 計 497964 的中 �� 10554（15番人気）�� 6021（39番人気）�� 15228（6番人気）
3連複票数 計1199029 的中 ��� 7755（47番人気）
3連単票数 計1698970 的中 ��� 1419（395番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．0―36．9―49．8―1：02．3―1：14．6―1：26．7―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンノーティス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エイシンワシントン デビュー 2013．12．22 阪神3着

2011．5．4生 牝4鹿 母 エイシンヘーベ 母母 エイシンオープン 14戦2勝 賞金 22，558，000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。
（非抽選馬） 2頭 カウニスクッカ号・デルマサリーチャン号



（27函館2）第3日 7月18日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 143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

169，200，000円
2，120，000円
6，900，000円
1，360，000円
15，140，000円
53，326，000円
3，718，000円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
298，676，700円
435，096，300円
138，472，800円
584，245，400円
327，207，000円
311，268，200円
756，869，900円
1，270，540，000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 4，122，376，300円

総入場人員 4，280名 （有料入場人員 3，710名）
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