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17037 6月26日 曇 不良 （28函館1）第4日 第1競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走9時50分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

812 パルパルパンダ 牝3黒鹿 54
51 ▲原田 和真内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 462－ 4 58．6 3．6�

55 フジワンエンジェル 牝3鹿 54 横山 和生�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 444＋ 4 58．81� 14．2�
67 タケルアロー 牡3鹿 56 菱田 裕二森 保彦氏 加藤 征弘 日高 沖田牧場 B456＋ 4 58．9� 3．1�
44 � サーブルクーリール 牝3青鹿 54

52 △加藤 祥太吉田 和子氏 久保田貴士 米 Audley End 454－ 4 59．0� 7．7�
79 プレアマール 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 432－ 4 59．32 12．8�
33 エクラパール 牝3栗 54

52 △井上 敏樹島川 	哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 446± 0 〃 ハナ 12．5


710 オ ル テ ジ ー 牝3青鹿 54
52 △長岡 禎仁�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428± 0 59．51 85．2�
11 アポロリュウセイ 牡3栗 56 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 B492± 0 59．71	 4．7�
811 アポロノホウリン 牡3鹿 56 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 472－ 4 59．91	 19．2
68 サンゴーハム 
3黒鹿 56

54 △城戸 義政加藤 信之氏 菊川 正達 新ひだか シンボリ牧場 454＋ 6 〃 クビ 137．1�
56 クリノリーズ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 前川 隆範 422± 01：00．32� 172．9�
22 レッドビアンカ 牝3芦 54 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 444－ 6 〃 アタマ 61．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，893，200円 複勝： 22，236，700円 枠連： 7，003，100円
馬連： 33，361，700円 馬単： 20，025，400円 ワイド： 20，766，600円
3連複： 51，047，200円 3連単： 69，508，500円 計： 239，842，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 310円 � 140円 枠 連（5－8） 2，070円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 920円 �� 340円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 20，410円

票 数

単勝票数 計 158932 的中 � 35100（2番人気）
複勝票数 計 222367 的中 � 44200（2番人気）� 12939（6番人気）� 49652（1番人気）
枠連票数 計 70031 的中 （5－8） 2613（9番人気）
馬連票数 計 333617 的中 �� 8955（14番人気）
馬単票数 計 200254 的中 �� 3237（18番人気）
ワイド票数 計 207666 的中 �� 5458（13番人気）�� 16988（2番人気）�� 6448（9番人気）
3連複票数 計 510472 的中 ��� 12265（8番人気）
3連単票数 計 695085 的中 ��� 2468（70番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―12．0―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パルパルパンダ �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．4．30 新潟7着

2013．4．1生 牝3黒鹿 母 エアデデュー 母母 フサイチヨーコ 3戦1勝 賞金 6，000，000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 スリーサンレーザー号

17038 6月26日 曇 稍重 （28函館1）第4日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：06．5

良
良

713 ヤマカツサファイヤ 牝3青鹿54 三浦 皇成山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 486± 01：10．0 2．4�
35 リンガスウラン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 412＋121：10．42� 25．1�
48 レパーズタウン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真岡田 壮史氏 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 41：10．5� 7．9�
24 ワタシニマカセテ 牝3鹿 54 木幡 初広髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 420± 01：10．71� 80．4�
815 クインズジュエリー 牝3鹿 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 428－ 41：10．8� 37．6�
36 アドマイヤヒナタ 牝3鹿 54 菱田 裕二近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 402＋ 6 〃 ハナ 46．7�
23 テ ィ ノ 牝3黒鹿54 丸山 元気 	ローレルレーシング 坂口 正則 千歳 社台ファーム 394＋ 41：10．9クビ 36．7

11 マーシフルレイン 牝3栗 54 古川 吉洋 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 アタマ 73．8�
612 クィーンアマポーラ 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－ 6 〃 クビ 7．1

510 ルナディミエーレ 牝3栗 54
52 △長岡 禎仁 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 502－ 41：11．0クビ 7．5�

47 クリアーウェイ 牝3鹿 54 丹内 祐次合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 432－ 4 〃 アタマ 6．6�

816 フラヴィニー 牝3鹿 54 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 むかわ 市川牧場 464－ 6 〃 アタマ 81．0�
59 ステイインハート 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 402＋ 4 〃 アタマ 20．5�

12 アイリーアイリー 牝3栗 54
51 ▲坂井 瑠星松岡 ゆか氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 456＋181：11．21� 62．3�

611 スカーレットルビー 牝3鹿 54 吉田 隼人芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 446＋141：11．3� 14．5�
714 ハヤブサマナポン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹武田 修氏 伊藤 圭三 浦河 ガーベラパー
クスタツド 430－ 8 〃 ハナ 177．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，913，900円 複勝： 25，852，200円 枠連： 10，289，400円
馬連： 34，333，500円 馬単： 19，330，400円 ワイド： 22，159，600円
3連複： 51，043，800円 3連単： 61，950，200円 計： 243，873，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 510円 � 230円 枠 連（3－7） 2，550円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 990円 �� 560円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 25，790円

票 数

単勝票数 計 189139 的中 � 62028（1番人気）
複勝票数 計 258522 的中 � 69462（1番人気）� 9351（8番人気）� 26778（5番人気）
枠連票数 計 102894 的中 （3－7） 3118（8番人気）
馬連票数 計 343335 的中 �� 9220（10番人気）
馬単票数 計 193304 的中 �� 3718（9番人気）
ワイド票数 計 221596 的中 �� 5665（11番人気）�� 10659（4番人気）�� 3589（17番人気）
3連複票数 計 510438 的中 ��� 6805（15番人気）
3連単票数 計 619502 的中 ��� 1741（60番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―46．6―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツサファイヤ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2015．6．27 函館4着

2013．3．9生 牝3青鹿 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 9戦1勝 賞金 9，050，000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 シェヴェルニー号・プラチナメモリー号

第１回 函館競馬 第４日



17039 6月26日 曇 稍重 （28函館1）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

611 ドーノデルソーレ 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 458± 01：50．4 5．2�
815 バイキングスター 牡3黒鹿56 北村 友一古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 440＋ 21：50．61� 8．1�
35 トウシンスパーク 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�サトー 浅見 秀一 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 21：50．7� 4．8�
58 メイショウアンカー �3黒鹿56 勝浦 正樹松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 482－10 〃 ハナ 4．7�
610 ハ ル ク 牡3鹿 56 川須 栄彦�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 476－ 21：50．8クビ 8．6�
11 パルクフェルメ 牡3栗 56 菱田 裕二保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 460＋ 4 〃 アタマ 7．1	
23 アーススピード 牡3栃栗 56

53 ▲坂井 瑠星松山 増男氏 加藤 敬二 白老 習志野牧場 476－ 41：50．9� 65．1

814 リョーシンヒナタ 牝3鹿 54 小林 徹弥梅木 真也氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 456－ 41：51．43 170．2�
47 ライクアストン 牡3黒鹿 56

54 △加藤 祥太宇田 豊氏 久保田貴士 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480± 0 〃 クビ 7．9�

59 コウセイカルメン 牝3鹿 54
51 ▲原田 和真杉安浩一郎氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 384± 01：51．5� 40．5

713 タイセイアモーレ 牝3黒鹿54 荻野 琢真田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：51．81� 28．0�
34 レ ク エ ル ド 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹山本 武司氏 高市 圭二 浦河 笠松牧場 452－ 4 〃 クビ 46．5�
712 ピ コ ッ ト 牝3栗 54 古川 吉洋ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 440＋ 41：52．22� 60．3�
22 ブライトフューチャ 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B462－10 〃 ハナ 233．8�
46 ショウナンアイリス 牝3鹿 54 四位 洋文国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 西村 和夫 446－121：53．05 87．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，647，200円 複勝： 27，600，000円 枠連： 10，469，200円
馬連： 35，835，200円 馬単： 19，451，600円 ワイド： 22，990，300円
3連複： 50，125，800円 3連単： 63，475，400円 計： 248，594，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 240円 � 170円 枠 連（6－8） 1，390円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 880円 �� 420円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 20，590円

票 数

単勝票数 計 186472 的中 � 28526（3番人気）
複勝票数 計 276000 的中 � 44954（2番人気）� 25616（6番人気）� 45616（1番人気）
枠連票数 計 104692 的中 （6－8） 5808（5番人気）
馬連票数 計 358352 的中 �� 10696（15番人気）
馬単票数 計 194516 的中 �� 2841（29番人気）
ワイド票数 計 229903 的中 �� 6400（14番人気）�� 14816（1番人気）�� 8932（5番人気）
3連複票数 計 501258 的中 ��� 10968（9番人気）
3連単票数 計 634754 的中 ��� 2234（53番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―12．9―13．0―12．8―11．6―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．5―36．4―49．4―1：02．2―1：13．8―1：26．0―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドーノデルソーレ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．4 中山5着

2013．4．25生 牡3黒鹿 母 サンウィルシャイン 母母 ドリームビジヨン 8戦1勝 賞金 10，050，000円
※ハルク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17040 6月26日 曇 不良 （28函館1）第4日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

44 コウギョウマシェリ 牝3鹿 54
51 ▲原田 和真菊地 捷士氏 伊藤 大士 浦河 村下 清志 B488＋ 21：45．4 1．9�

813 シャインプラチナム 牝3鹿 54 藤岡 佑介杉山 忠国氏 堀 宣行 新ひだか 明治牧場 B456－121：46．35 4．1�
812 ジャンボスピリット 牝3栗 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 448± 01：46．51 35．0�
57 イエスアイゲット 牝3黒鹿54 横山 和生島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 426± 01：46．6� 30．4�
33 メイショウエミュー 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 482＋ 8 〃 ハナ 13．1�
711 マコトシャムロック 牡3青鹿 56

54 △加藤 祥太	ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 496＋ 4 〃 クビ 8．3

68 テイエムクック 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 松浦牧場 442± 01：46．81� 26．1�
11 ラフェデビジュー 牝3芦 54

51 ▲菊沢 一樹飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：47．11� 36．9�
22 タイトルリーフ 牝3鹿 54 三浦 皇成水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 446＋ 41：47．41� 10．4
69 サンライフル 牡3鹿 56 古川 吉洋加藤 信之氏 的場 均 新冠 樋渡 志尚 480＋101：47．82� 136．1�
56 ネ ク ス ト 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 474＋ 21：47．9� 286．8�
710 アッパレドンキ 牝3鹿 54 吉田 隼人廣崎利洋HD	 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 414－ 21：48．75 15．6�
45 スプレンディード 牡3鹿 56

54 △城戸 義政 	グランデオーナーズ 高橋 康之 青森 谷川 博勝 478－ 21：50．18 124．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，375，400円 複勝： 26，056，900円 枠連： 10，436，900円
馬連： 36，327，400円 馬単： 23，205，400円 ワイド： 25，181，000円
3連複： 53，002，400円 3連単： 78，081，800円 計： 274，667，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 150円 � 370円 枠 連（4－8） 510円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，080円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 12，520円

票 数

単勝票数 計 223754 的中 � 90876（1番人気）
複勝票数 計 260569 的中 � 76779（1番人気）� 45721（2番人気）� 11429（8番人気）
枠連票数 計 104369 的中 （4－8） 15757（1番人気）
馬連票数 計 363274 的中 �� 59210（1番人気）
馬単票数 計 232054 的中 �� 21007（1番人気）
ワイド票数 計 251810 的中 �� 37179（1番人気）�� 5277（16番人気）�� 2846（24番人気）
3連複票数 計 530024 的中 ��� 8964（15番人気）
3連単票数 計 780818 的中 ��� 4520（32番人気）

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

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウギョウマシェリ �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2015．11．8 東京8着

2013．4．30生 牝3鹿 母 ビューティソング 母母 マックスジョリー 5戦1勝 賞金 8，000，000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 ダンツペレット号・ハルク号



17041 6月26日 小雨 稍重 （28函館1）第4日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05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

34 � レヴァンテライオン 牡2黒鹿54 三浦 皇成ライオンレースホース� 矢作 芳人 米
Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

476 ―1：10．9 2．4�
57 エスケークラウン 牡2青 54 四位 洋文菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 480 ― 〃 クビ 4．5�
46 ナ ル カ ミ 牡2黒鹿54 菱田 裕二スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462 ―1：11．43 5．1�
58 パ ー ピ ュ ア 牝2鹿 54 水口 優也�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 464 ―1：11．5� 31．7�
711 マイネルトルペード 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 406 ―1：11．71	 48．5	

69 ローズジャイプール 牝2栗 54 横山 和生田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 萩澤 俊雄 422 ―1：11．91	 15．4

33 ルチアーノカフェ 牡2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 458 ―1：12．0� 49．0�
814 フェスティヴオオジ 牡2栗 54 黛 弘人臼井義太郎氏 蛯名 利弘 日高 高柳 隆男 472 ―1：12．1� 33．4�
610 デ コ ラ ス 牝2鹿 54 藤岡 佑介林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 ハナ 12．4
22 ガ ウ デ ィ 牡2鹿 54 丸山 元気 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 478 ―1：12．41
 15．7�
11 キ ッ プ ヨ シ 牡2鹿 54 勝浦 正樹北所 直人氏 高木 登 新ひだか 坂本牧場 470 ― 〃 クビ 32．8�
712 ペイシャエロイース 牝2栗 54

51 ▲原田 和真北所 直人氏 松永 康利 日高 北田 剛 440 ―1：12．93 127．1�
45 ペイシャムーン 牝2栗 54

52 △長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか ニシケンフアーム 430 ―1：13．32� 104．7�
813 ジャストヒーロー 牡2黒鹿 54

52 △井上 敏樹密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 456 ―1：14．04 139．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，894，700円 複勝： 27，718，300円 枠連： 9，929，500円
馬連： 34，262，500円 馬単： 23，944，500円 ワイド： 22，972，600円
3連複： 49，059，800円 3連単： 70，753，400円 計： 265，535，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（3－5） 470円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 230円 �� 260円 �� 370円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計 268947 的中 � 92074（1番人気）
複勝票数 計 277183 的中 � 69666（1番人気）� 49423（2番人気）� 46731（3番人気）
枠連票数 計 99295 的中 （3－5） 16176（1番人気）
馬連票数 計 342625 的中 �� 48905（1番人気）
馬単票数 計 239445 的中 �� 22288（1番人気）
ワイド票数 計 229726 的中 �� 27083（1番人気）�� 22590（2番人気）�� 14222（3番人気）
3連複票数 計 490598 的中 ��� 47316（1番人気）
3連単票数 計 707534 的中 ��� 19635（1番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．8―11．8―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―35．0―46．8―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レヴァンテライオン �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Ghostzapper 初出走

2014．3．23生 牡2黒鹿 母 Ghostly Darkness 母母 Dark Hours 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17042 6月26日 曇 稍重 （28函館1）第4日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 3，350，000
3，350，000

円
円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

45 キャプテンロブロイ 牡3青鹿56 吉田 隼人 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512＋ 42：03．0 1．8�
69 ビービーブレスユー 牡3鹿 56 北村 友一�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 480－ 6 〃 同着 4．8�
813 アスターサムソン �3鹿 56 勝浦 正樹加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 42：03．21� 11．8�
710 レッドバルトーク 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 446－ 4 〃 ハナ 19．3�
11 コスモピクシス 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 396－ 62：03．41� 23．6	
68 メイショウルルド 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好
氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 510＋ 42：03．61� 18．3�
44 コスモブランカ 牡3黒鹿56 黛 弘人岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 438－ 8 〃 アタマ 18．0�
812 メイケイオリオン 牡3青鹿56 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B442± 02：03．81� 53．8
711 ミッレミリア 牡3栃栗56 三浦 皇成阿部 雅英氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 440± 02：04．12 8．5�
57 ロ グ ラ イ ン 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444± 02：04．73� 69．1�

33 セイリュウカフェ 牡3青鹿56 藤岡 佑介西川 恭子氏 小島 太 浦河 大北牧場 448± 02：07．6大差 34．1�
22 ホワイトホイール 牡3黒鹿56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド B506± 02：10．2大差 148．9�
56 ハヤブサミカリン 牝3芦 54 西村 太一武田 修氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム B450－ 42：10．41� 73．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，551，500円 複勝： 44，104，600円 枠連： 8，879，000円
馬連： 32，125，100円 馬単： 21，855，800円 ワイド： 20，323，500円
3連複： 43，768，800円 3連単： 73，402，700円 計： 264，011，000円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

110円
170円 複 勝 �

�
110円
140円 � 170円 枠 連（4－6） 340円

馬 連 �� 370円 馬 単 ��
��

270円
550円

ワ イ ド �� 180円 ��
��

340円
630円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ���
���

1，240円
3，120円

票 数

単勝票数 計 195515 的中 � 86867（1番人気）� 32406（2番人気）
複勝票数 計 441046 的中 � 274883（1番人気）� 37805（2番人気）� 29251（3番人気）
枠連票数 計 88790 的中 （4－6） 19958（1番人気）
馬連票数 計 321251 的中 �� 66939（1番人気）
馬単票数 計 218558 的中 �� 33043（1番人気）�� 13426（4番人気）
ワイド票数 計 203235 的中 �� 34064（1番人気）�� 14252（3番人気）�� 6854（8番人気）
3連複票数 計 437688 的中 ��� 29096（2番人気）
3連単票数 計 734027 的中 ��� 21696（2番人気）��� 8362（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．0―32．9―45．6―59．3―1：13．2―1：26．4―1：39．1―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F36．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

キャプテンロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2015．9．12 中山2着

2013．2．17生 牡3青鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 8戦1勝 賞金 14，650，000円
ビービーブレスユー �

�
父 ブラックタイド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．9．20 阪神7着

2013．6．8生 牡3鹿 母 プレインエンジェル 母母 リメンバーユー 8戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 レッドバルトーク号の騎手丸田恭介は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホワイトホイール号・ハヤブサミカリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

7月26日まで平地競走に出走できない。



17043 6月26日 曇 不良 （28函館1）第4日 第7競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走13時05分（番組第9競走を順序変更） （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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

66 オイルタウン 牡4栗 57 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 468－ 21：45．0 3．3�
55 � サリレモンド 牡5栗 57 三浦 皇成�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

522＋ 21：45．31	 2．5�
89 タイキオールブルー 牡4青鹿57 北村 友一�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± 01：45．4	 20．7�
22 コウセイマユヒメ 牝5鹿 55

52 ▲坂井 瑠星杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 454－101：45．5
 9．2�
77 メイショウナゴミ 牝4青鹿 55

53 △城戸 義政松本 好	氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 440－ 4 〃 クビ 4．0

88 スリーチアサウス 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 492＋ 61：46．88 54．3�
33 � ウインエアフォース 牡4黒鹿57 丹内 祐次�ウイン 鈴木 伸尋 米 Brereton

C. Jones 546＋ 81：47．22
 50．0�
11 サ グ レ ス 牝5黒鹿55 黛 弘人 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：47．3	 9．7
44 パルファンデュロワ 牡4栗 57

55 △加藤 祥太 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 516± 0 〃 アタマ 63．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 17，754，000円 複勝： 16，969，300円 枠連： 6，055，200円
馬連： 26，598，800円 馬単： 18，639，500円 ワイド： 16，698，200円
3連複： 39，689，100円 3連単： 84，405，300円 計： 226，809，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 120円 � 260円 枠 連（5－6） 410円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 200円 �� 670円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 計 177540 的中 � 42245（2番人気）
複勝票数 計 169693 的中 � 34110（2番人気）� 45319（1番人気）� 11115（6番人気）
枠連票数 計 60552 的中 （5－6） 11363（1番人気）
馬連票数 計 265988 的中 �� 56411（1番人気）
馬単票数 計 186395 的中 �� 18643（2番人気）
ワイド票数 計 166982 的中 �� 26360（1番人気）�� 5640（9番人気）�� 5608（10番人気）
3連複票数 計 396891 的中 ��� 17086（6番人気）
3連単票数 計 844053 的中 ��� 8854（19番人気）

ハロンタイム 6．8―10．4―11．9―13．2―13．3―12．4―12．4―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．2―29．1―42．3―55．6―1：08．0―1：20．4―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オイルタウン �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．10．11 京都8着

2012．4．5生 牡4栗 母 スーパーオアシス 母母 ビーウェルオン 24戦3勝 賞金 31，857，000円
※スリーチアサウス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17044 6月26日 曇 稍重 （28函館1）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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
1：07．8
1：06．5

良
良

11 アドマイヤスカイ 牡4青鹿57 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 454＋121：10．1 39．5�
814� フレンチイデアル 牡3鹿 54 丸山 元気杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 492－ 6 〃 クビ 1．8�
610 カネトシボヌール 牡3鹿 54

52 △加藤 祥太兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 444－ 61：10．2クビ 18．4�
58 � レーヴドプランス �6鹿 57

55 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 柴田 政人 浦河 ガーベラパー
クスタツド 486＋ 41：10．41� 57．2�

712 クリノスイートピー 牝4黒鹿55 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 440± 0 〃 クビ 12．1�
45 リミットブレイク �4鹿 57 勝浦 正樹 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B506－ 41：10．5	 4．6	
813� ムーンフライト 牝5鹿 55

53 △城戸 義政 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 クビ 69．7

46 ジンセイハオマツリ 牡6黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 496± 01：10．6	 18．4�
69 � エイシンキロオル 牡3青鹿54 田中 博康�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 442＋ 41：10．7	 39．2
711� シャトルソニック 牡4鹿 57

55 △長岡 禎仁細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 482± 0 〃 クビ 18．4�
34 � ユキノサンブライト 牝5鹿 55 西村 太一井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 454± 01：11．12	 51．5�
33 イワヌガハナ �4黒鹿57 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 472± 01：11．2クビ 33．2�
22 メイショウマサカゼ �4黒鹿57 北村 友一松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 500＋ 41：11．94 9．5�
57 モンサンナシーラ 牡4栗 57 木幡 初広山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 B520＋ 41：12．32	 104．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，723，300円 複勝： 29，360，400円 枠連： 11，399，600円
馬連： 43，681，100円 馬単： 25，689，000円 ワイド： 28，039，900円
3連複： 56，951，000円 3連単： 86，532，100円 計： 307，376，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，950円 複 勝 � 600円 � 130円 � 360円 枠 連（1－8） 2，550円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 8，510円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 5，180円 �� 670円

3 連 複 ��� 11，900円 3 連 単 ��� 96，070円

票 数

単勝票数 計 257233 的中 � 5206（10番人気）
複勝票数 計 293604 的中 � 9158（9番人気）� 88426（1番人気）� 16709（7番人気）
枠連票数 計 113996 的中 （1－8） 3459（8番人気）
馬連票数 計 436811 的中 �� 10893（10番人気）
馬単票数 計 256890 的中 �� 2263（28番人気）
ワイド票数 計 280399 的中 �� 6211（11番人気）�� 1322（50番人気）�� 11345（6番人気）
3連複票数 計 569510 的中 ��� 3587（42番人気）
3連単票数 計 865321 的中 ��� 653（275番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤスカイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．11．9 京都3着

2012．1．26生 牡4青鹿 母 アドマイヤカンナ 母母 アドマイヤラピス 12戦2勝 賞金 17，050，000円
〔その他〕 メイショウマサカゼ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウマサカゼ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年7月26日まで出走できない。



17045 6月26日 曇 重 （28函館1）第4日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時05分（番組第7競走を順序変更） （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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

68 ショウナンカサロ 牝4青鹿55 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 454－ 41：43．8 2．3�
813 エーティーロゼッタ 牝4鹿 55 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 492＋ 6 〃 クビ 4．3�
22 エヴォリューション 牝5鹿 55

53 △城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 482＋ 21：44．22� 25．6�
56 ワンダーハイーニャ 牝5鹿 55 菱田 裕二山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 466＋ 81：44．3� 89．2�
33 パパラヴズマンボ 牝4青鹿55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436－ 41：44．61� 7．1�
711 ア グ ネ ッ タ 牝3鹿 52 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B470＋101：44．91� 13．9	
11 ジュアンマリエ 牝3栗 52

49 ▲原田 和真 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 444± 01：45．0� 9．2�

710 ラタンドレス 牝3鹿 52 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 岡田スタツド 454－ 41：45．1� 158．2�

812 ブラボーリリック 牝3芦 52 吉田 隼人松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 452± 01：45．2クビ 27．0
44 ノーブルガイア 牝7黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹菅波立知子氏 土田 稔 日高 富川田中牧場 440－ 81：45．3� 186．2�
57 マックスユーキャン 牝5栗 55 横山 和生 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 4 〃 クビ 20．0�
45 レインボーソング 牝4鹿 55 藤岡 佑介吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：45．72� 10．0�
69 トゥールエッフェル 牝3芦 52

50 △加藤 祥太 
グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 514＋ 4 （競走中止） 44．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，257，500円 複勝： 31，225，800円 枠連： 10，667，800円
馬連： 48，258，000円 馬単： 25，876，900円 ワイド： 30，429，700円
3連複： 61，301，800円 3連単： 98，806，000円 計： 329，823，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 170円 � 380円 枠 連（6－8） 450円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 260円 �� 700円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 232575 的中 � 79905（1番人気）
複勝票数 計 312258 的中 � 78368（1番人気）� 48079（2番人気）� 14959（8番人気）
枠連票数 計 106678 的中 （6－8） 18357（1番人気）
馬連票数 計 482580 的中 �� 70032（1番人気）
馬単票数 計 258769 的中 �� 24181（1番人気）
ワイド票数 計 304297 的中 �� 34562（1番人気）�� 10477（8番人気）�� 4657（18番人気）
3連複票数 計 613018 的中 ��� 15316（9番人気）
3連単票数 計 988060 的中 ��� 8219（15番人気）

ハロンタイム 6．7―10．4―11．6―12．7―12．6―12．5―12．6―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．1―28．7―41．4―54．0―1：06．5―1：19．1―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカサロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．11 東京10着

2012．3．25生 牝4青鹿 母 ショウナンアルス 母母 ショウナンハピネス 14戦3勝 賞金 26，750，000円
〔競走中止〕 トゥールエッフェル号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。

17046 6月26日 曇 稍重 （28函館1）第4日 第10競走 ��1，800�
お く し り

奥 尻 特 別
発走14時40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
1：46．0
1：43．9

良
良

11 カルヴァリオ �3鹿 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：47．8 3．0�

44 エアピザレー 牡5栗 57 吉田 隼人 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 478－101：47．9� 8．6�
79 バ リ ス 牡5栗 57 菱田 裕二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 492± 01：48．21� 4．1�
67 ブレイクザポケット 牡4鹿 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 01：48．41� 6．5�
66 フォルシャー 牡5栗 57 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 480－ 21：48．61	 21．9	
33 レジメンタル 牡4栗 57 四位 洋文�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 440－ 41：49．02	 7．2

55 アドマイヤキンカク 牡6鹿 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454＋141：49．1クビ 13．9�
22 ノーブルリーズン 牝4黒鹿55 古川 吉洋 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 438± 01：49．52	 26．3�
78 ジェイシックス 牡3芦 54 丹内 祐次深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 502＋121：50．35 97．9
810 コパノマリーン 牝3鹿 52 丸田 恭介小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 438－ 6 〃 ハナ 49．2�
811 シャインレッド 牡3鹿 54 丸山 元気了德寺健二氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム B508＋12 〃 クビ 11．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，895，600円 複勝： 38，646，400円 枠連： 12，655，900円
馬連： 61，616，900円 馬単： 32，207，300円 ワイド： 36，342，900円
3連複： 81，734，700円 3連単： 130，496，300円 計： 422，596，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 210円 � 160円 枠 連（1－4） 1，890円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 620円 �� 290円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 9，730円

票 数

単勝票数 計 288956 的中 � 75052（1番人気）
複勝票数 計 386464 的中 � 74616（1番人気）� 41296（5番人気）� 67234（2番人気）
枠連票数 計 126559 的中 （1－4） 5171（9番人気）
馬連票数 計 616169 的中 �� 28853（7番人気）
馬単票数 計 322073 的中 �� 8386（9番人気）
ワイド票数 計 363429 的中 �� 14060（8番人気）�� 34851（1番人気）�� 17731（4番人気）
3連複票数 計 817347 的中 ��� 30897（3番人気）
3連単票数 計1304963 的中 ��� 9722（12番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．1―12．3―12．1―12．4―12．0―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．6―47．9―1：00．0―1：12．4―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カルヴァリオ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2016．2．7 東京2着

2013．3．30生 �3鹿 母 オークルーム 母母 クアドリフォリオ 5戦2勝 賞金 22，369，000円
〔発走状況〕 コパノマリーン号は，枠内駐立不良〔突進〕。



17047 6月26日 曇 稍重 （28函館1）第4日 第11競走 ��
��1，200�U H B 杯

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．6．27以降28．6．19まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道文化放送賞（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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：06．5

良
良

813 ウォーターショパン 牡5黒鹿55 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 474－ 21：09．4 4．3�
69 レッドルモンド 牡4青鹿56 丸山 元気 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 520± 0 〃 アタマ 11．1�
711 ナイトフォックス 牡4鹿 56 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 61：09．61� 21．7�
44 ゼンノコリオリ 牡6鹿 53 古川 吉洋大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 466－14 〃 ハナ 52．7�
57 ワンダフルラッシュ 牝3黒鹿51 嶋田 純次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 432＋ 61：09．7� 9．9�
11 	 ハ ナ フ ブ キ 牝5黒鹿51 吉田 隼人幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 420－ 61：09．8クビ 25．7	
710 ホッコーサラスター 牝5鹿 54 藤岡 佑介矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466－121：10．01� 6．5

45 マジックシャトル 牡4栗 56 四位 洋文林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 496－ 41：10．21� 5．7�
22 	 ゴ ー ス ル ー 牡6鹿 53 丹内 祐次 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 462－ 21：10．3� 13．9
33 
 アスペンサミット 牝6鹿 52 長岡 禎仁吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 488＋ 61：10．4クビ 27．5�
68 アドマイヤゴッド 牡4鹿 57 三浦 皇成近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B504＋ 61：10．5� 6．2�
812 ダイヤモンドハイ 牝5鹿 52 北村 友一布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 460＋181：10．82 30．9�
56 ツクバジャパン 牡5芦 55 勝浦 正樹荻原 昭二氏 小野 次郎 新ひだか 片山牧場 516＋ 41：11．11� 10．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，937，300円 複勝： 58，989，300円 枠連： 35，957，000円
馬連： 177，234，500円 馬単： 76，887，500円 ワイド： 74，903，000円
3連複： 246，621，200円 3連単： 349，215，600円 計： 1，065，745，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 370円 � 530円 枠 連（6－8） 640円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，740円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 14，100円 3 連 単 ��� 67，260円

票 数

単勝票数 計 459373 的中 � 84592（1番人気）
複勝票数 計 589893 的中 � 103944（1番人気）� 38477（7番人気）� 24791（9番人気）
枠連票数 計 359570 的中 （6－8） 43303（1番人気）
馬連票数 計1772345 的中 �� 46807（9番人気）
馬単票数 計 768875 的中 �� 11715（15番人気）
ワイド票数 計 749030 的中 �� 17523（10番人気）�� 11082（25番人気）�� 7210（37番人気）
3連複票数 計2466212 的中 ��� 13109（55番人気）
3連単票数 計3492156 的中 ��� 3764（246番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．1―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．1―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターショパン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2014．2．22 京都2着

2011．3．12生 牡5黒鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape 21戦3勝 賞金 58，192，000円
〔制裁〕 ホッコーサラスター号の騎手藤岡佑介は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・3番・2

番）

17048 6月26日 曇 重 （28函館1）第4日 第12競走
ウインズ津軽10周年記念

��
��1，700�

つ が る か い き ょ う

津 軽 海 峡 特 別
発走16時05分 （ダート・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

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

55 スズカリバー 牡4鹿 57 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 41：43．1 5．0�
79 ハナズリベンジ 牝5黒鹿55 川須 栄彦M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 488－ 2 〃 クビ 3．2�
810 サンライズワールド �6栗 57 古川 吉洋松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 450＋ 61：43．2	 3．7�
78 ベストセラーアスク 牝5鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 426± 01：43．3クビ 25．1�
66 
 エイシンスペーシア �5栗 57 長岡 禎仁岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 B444－ 41：44．04 78．8�
33 アスカクイン 牝5栗 55 菱田 裕二上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 498＋ 6 〃 クビ 7．9	
44 ランドオザリール 牡5鹿 57 北村 友一 
サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－161：44．63	 33．7�
811 マイネルボルソー 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 472－ 61：44．7クビ 12．4�
11 ルヴァンカー 牡5鹿 57 藤岡 佑介 
キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 6 〃 クビ 7．5
67 ワイルドドラゴン 牡6鹿 57 吉田 隼人窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 518－ 41：44．8	 21．3�
22 
 サクラテイオー 牡7青鹿57 城戸 義政
谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 482－ 41：46．07 66．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，113，500円 複勝： 54，139，400円 枠連： 23，746，900円
馬連： 96，631，100円 馬単： 48，045，600円 ワイド： 51，783，300円
3連複： 121，154，700円 3連単： 213，617，400円 計： 655，231，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 130円 � 130円 枠 連（5－7） 1，140円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 450円 �� 370円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 8，590円

票 数

単勝票数 計 461135 的中 � 72950（3番人気）
複勝票数 計 541394 的中 � 69700（3番人気）� 112534（2番人気）� 116907（1番人気）
枠連票数 計 237469 的中 （5－7） 16061（4番人気）
馬連票数 計 966311 的中 �� 64894（3番人気）
馬単票数 計 480456 的中 �� 15399（6番人気）
ワイド票数 計 517833 的中 �� 27253（5番人気）�� 34417（2番人気）�� 56151（1番人気）
3連複票数 計1211547 的中 ��� 70475（1番人気）
3連単票数 計2136174 的中 ��� 18015（14番人気）

ハロンタイム 6．9―10．5―12．1―12．7―12．5―12．0―11．7―12．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．4―29．5―42．2―54．7―1：06．7―1：18．4―1：30．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカリバー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2014．11．15 福島4着

2012．3．20生 牡4鹿 母 リバティーベル 母母 ク ラ リ ッ サ 16戦4勝 賞金 39，616，000円
※出走取消馬 スピナッチ号（疾病〔右肩跛行〕のため）

３レース目



（28函館1）第4日 6月26日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 154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

178，800，000円
1，270，000円
5，000，000円
1，230，000円
18，200，000円
58，773，000円
4，004，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
309，957，100円
402，899，300円
157，489，500円
660，265，800円
355，158，900円
372，590，600円
905，500，300円
1，380，244，700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 4，544，106，200円

総入場人員 6，587名 （有料入場人員 5，845名）
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