
17049 7月2日 曇 良 （28函館1）第5日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （芝・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
1：09．3
1：07．8

良
良

58 フクノクオリア 牡2黒鹿54 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 496＋ 61：09．6 3．0�
34 ラッシュアウト 牡2黒鹿 54

51 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 428＋ 41：09．81� 6．6�
712 ブラックオニキス 牝2青鹿 54

52 △城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 402＋ 21：10．11� 83．9�
11 ブ キ ス 牡2鹿 54 丹内 祐次杉澤 光雄氏 田中 章博 新ひだか 前谷 武志 472＋ 41：10．2クビ 78．2�
711 ブランオラージュ 牡2芦 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 416＋ 21：10．41	 6．3�
57 メモリートニック 牡2黒鹿54 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 426± 01：10．61	 33．0	
46 イヴノオモイデ 牝2鹿 54 松岡 正海嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 434－ 4 〃 ハナ 2．7

69 ソレイユフルール 牝2黒鹿54 丸山 元気 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 464± 01：11．23� 37．9�
813 フ ァ ヌ エ ル 牝2黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 山際牧場 412＋ 4 〃 クビ 39．4
610 アロマティカス 牡2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 436± 01：11．41	 190．1�
814 サウンドテーブル 牡2黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 462－ 21：11．5� 36．1�
45 スターゴスフォード 牡2青鹿54 吉田 隼人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田牧場 462－ 41：11．6� 193．0�
33 ビップソルダー 牡2鹿 54 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 456－ 21：11．91� 26．6�
22 チェリーボンボン 牝2青鹿 54

53 ☆中井 裕二山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 434＋ 81：12．43 114．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，447，000円 複勝： 30，310，600円 枠連： 9，184，800円
馬連： 33，860，100円 馬単： 22，000，200円 ワイド： 23，563，200円
3連複： 51，958，900円 3連単： 73，308，600円 計： 262，633，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 210円 � 1，360円 枠 連（3－5） 600円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 330円 �� 3，130円 �� 5，100円

3 連 複 ��� 12，590円 3 連 単 ��� 37，800円

票 数

単勝票数 計 184470 的中 � 50667（2番人気）
複勝票数 計 303106 的中 � 76024（2番人気）� 36683（4番人気）� 3876（11番人気）
枠連票数 計 91848 的中 （3－5） 11764（2番人気）
馬連票数 計 338601 的中 �� 33483（3番人気）
馬単票数 計 220002 的中 �� 12879（4番人気）
ワイド票数 計 235632 的中 �� 20854（2番人気）�� 1791（30番人気）�� 1088（37番人気）
3連複票数 計 519589 的中 ��� 3094（34番人気）
3連単票数 計 733086 的中 ��� 1406（106番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―11．8―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―45．3―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．1
3 9，14（4，6）1，7，8（2，12）－（13，11）5（3，10） 4 9，4（1，14，6）（8，7）12－11，2，13－5（3，10）

勝馬の
紹 介

フクノクオリア �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2016．6．19 函館3着

2014．5．9生 牡2黒鹿 母 ハロースピード 母母 ハローヘレン 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔その他〕 ビップソルダー号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

17050 7月2日 曇 良 （28函館1）第5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 4，800，000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

56 ティープラズマ 牝3黒鹿 54
52 △城戸 義政深見 富朗氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 480－ 21：48．3 13．1�

711 アルマレイモミ 牝3鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 450＋ 41：48．51� 13．0�
812 ゴールデンティアラ 牝3栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 448－ 4 〃 ハナ 2．9�
68 シ ガ リ ロ 牝3黒鹿54 岩田 康誠市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 450－ 21：48．6� 11．7�
813 エ ア シ ョ ウ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 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 456－ 41：49．02� 2．9�
22 アルファジェイド 牝3鹿 54 三浦 皇成�貴悦 田村 康仁 新冠 アサヒ牧場 482－ 21：49．53 37．3	
710 シーサイドチャペル 牝3青鹿54 浜中 俊 
社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420＋ 4 〃 クビ 10．2�
33 リベリーターン 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星
バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 474± 01：49．82 7．6�
57 エイシンイマコマチ 牝3栗 54 田中 博康�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 450＋ 41：50．01 103．6
44 ハミングウィズミー 牝3栗 54

52 △加藤 祥太吉田 照哉氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 460－ 21：50．42� 22．0�
11 サ マ ン サ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹浜井 弘至氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 418＋101：50．5� 204．2�

45 オンザウインド 牝3鹿 54 吉田 隼人街風 �雄氏 国枝 栄 安平 追分ファーム 494＋ 61：51．77 146．7�
69 ヤマニンブルネット 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 496± 01：52．02 141．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，468，600円 複勝： 28，406，900円 枠連： 9，618，800円
馬連： 28，804，400円 馬単： 17，090，600円 ワイド： 18，984，700円
3連複： 41，588，100円 3連単： 57，388，800円 計： 218，350，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 350円 � 310円 � 140円 枠 連（5－7） 3，150円

馬 連 �� 6，960円 馬 単 �� 12，160円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 670円 �� 610円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 47，170円

票 数

単勝票数 計 164686 的中 � 10010（7番人気）
複勝票数 計 284069 的中 � 16893（7番人気）� 19760（5番人気）� 72000（1番人気）
枠連票数 計 96188 的中 （5－7） 2361（10番人気）
馬連票数 計 288044 的中 �� 3204（24番人気）
馬単票数 計 170906 的中 �� 1054（44番人気）
ワイド票数 計 189847 的中 �� 2391（24番人気）�� 7485（7番人気）�� 8261（5番人気）
3連複票数 計 415881 的中 ��� 6200（16番人気）
3連単票数 計 573888 的中 ��� 882（167番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．8―13．9―13．4―12．9―12．6―12．0―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―31．2―45．1―58．5―1：11．4―1：24．0―1：36．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティープラズマ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2016．3．6 阪神12着

2013．3．3生 牝3黒鹿 母 マウンテンミステリー 母母 Search the Sea 3戦1勝 賞金 5，280，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クラウンリリー号・シアヌークビル号

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１回 函館競馬 第５日



17051 7月2日 曇 良 （28函館1）第5日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時55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

22 セレノグラフィー 牡3黒鹿56 柴山 雄一村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 488－ 4 59．1 1．4�
56 デルマジロキチ 牡3鹿 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 446± 01：00．05 17．7�
44 ヤマチョウルンバ 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 490± 01：00．1� 54．0�
812 ビュウイモン 牝3鹿 54 丸山 元気井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 434± 0 〃 クビ 5．1�
33 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 474－ 21：00．52� 11．9�
55 レッドビアンカ 牝3芦 54

52 △井上 敏樹 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442－ 21：00．71� 117．8	
67 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± 01：01．23 28．6

68 ノーアトゥーン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新冠 浜口牧場 490＋ 41：01．3クビ 9．6�
811 イチオクノユメ 牝3栗 54 松岡 正海鎌田 博�氏 伊藤 伸一 新ひだか 大典牧場 452－ 4 〃 クビ 20．3
79 ピエナダンディー 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二本谷 兼三氏 浜田多実雄 日高 藤本 友則 482－ 6 〃 ハナ 89．7�
11 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 474－ 41：01．4クビ 174．6�
710 ウ ジ ヒ メ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真藤沼 利夫氏 松山 将樹 浦河 高岸 順一 B436－101：01．82� 75．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，040，400円 複勝： 71，665，300円 枠連： 9，224，300円
馬連： 29，322，300円 馬単： 24，412，700円 ワイド： 20，415，700円
3連複： 39，939，200円 3連単： 87，613，900円 計： 302，633，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 230円 � 460円 枠 連（2－5） 740円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 370円 �� 810円 �� 3，940円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 18，330円

票 数

単勝票数 計 200404 的中 � 107488（1番人気）
複勝票数 計 716653 的中 � 553193（1番人気）� 22692（4番人気）� 9193（8番人気）
枠連票数 計 92243 的中 （2－5） 9572（3番人気）
馬連票数 計 293223 的中 �� 25224（3番人気）
馬単票数 計 244127 的中 �� 15635（4番人気）
ワイド票数 計 204157 的中 �� 15487（3番人気）�� 6325（10番人気）�� 1209（31番人気）
3連複票数 計 399392 的中 ��� 5767（19番人気）
3連単票数 計 876139 的中 ��� 3464（59番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．7―35．4―47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレノグラフィー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Salt Lake デビュー 2015．12．6 中山11着

2013．4．7生 牡3黒鹿 母 スイートテイスト 母母 Say What You Mean 6戦1勝 賞金 10，750，000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 ダートリーダー号

17052 7月2日 曇 良 （28函館1）第5日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時25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
1：57．8
1：56．1

良
良

713 ドルフィンマーク �3黒鹿56 岩田 康誠大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B490＋ 22：02．0 1．8�
11 ヨ カ グ ラ 牡3栗 56 北村 友一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 478－ 42：02．31� 5．4�
12 アグネスザルーツ 牡3栗 56 三浦 皇成渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 アタマ 7．1�
36 キャノンストリート 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 B462＋ 22：02．4	 18．0�
815 クラシカルチュチュ 牝3青鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 460－ 22：02．61
 8．8�
48 ア ル ビ オ ン 牝3芦 54 松岡 正海	野 智博氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 424＋ 8 〃 クビ 9．9

510 ミッレミリア 牡3栃栗56 四位 洋文阿部 雅英氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 440± 02：02．81	 32．2�
47 サンゴーハム �3黒鹿 56

53 ▲原田 和真加藤 信之氏 菊川 正達 新ひだか シンボリ牧場 454± 02：03．12 98．3�
35 ミッキーディンドン 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464－ 62：03．31
 81．2
714 マイネルピオネロ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム B496± 02：03．61� 184．5�
23 � リュッケンヴィント 牡3鹿 56

54 △城戸 義政岡田 牧雄氏 宮 徹 愛 Oghill House Stud
& Jimmy Hyland 446＋ 4 〃 クビ 303．7�

816 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 460＋ 42：03．7� 341．4�
24 タガノビリオネア 牡3鹿 56 浜中 俊八木 良司氏 鈴木 孝志 浦河 信成牧場 530± 02：03．91 19．8�
612 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 B464＋ 22：04．21� 512．6�
59 ラ イ ジ ョ ー 牡3鹿 56 荻野 琢真サン 安達 昭夫 日高 下河辺牧場 410－ 22：04．51� 109．2�
611 ド ス コ イ 牡3鹿 56 菱田 裕二中西 功氏 日吉 正和 日高 高山牧場 444－ 62：04．71
 199．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，339，600円 複勝： 30，006，500円 枠連： 11，288，900円
馬連： 32，925，300円 馬単： 20，831，700円 ワイド： 22，947，600円
3連複： 45，777，900円 3連単： 67，714，200円 計： 252，831，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（1－7） 270円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 300円 �� 340円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 計 213396 的中 � 89866（1番人気）
複勝票数 計 300065 的中 � 109135（1番人気）� 39637（2番人気）� 33737（3番人気）
枠連票数 計 112889 的中 （1－7） 31996（1番人気）
馬連票数 計 329253 的中 �� 44614（1番人気）
馬単票数 計 208317 的中 �� 20669（1番人気）
ワイド票数 計 229476 的中 �� 20885（2番人気）�� 17662（4番人気）�� 9568（6番人気）
3連複票数 計 457779 的中 ��� 30893（1番人気）
3連単票数 計 677142 的中 ��� 14648（1番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．4―13．3―13．3―12．8―11．5―12．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―35．6―48．9―1：02．2―1：15．0―1：26．5―1：38．5―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．5
1
3
4，6（8，13）11（2，15）（7，10）3（1，9）－（14，5）16，12・（6，13）10（1，9）（4，8）15，2（7，11）（3，14）16，5，12

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

勝馬の
紹 介

ドルフィンマーク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．8．23 札幌7着

2013．3．30生 �3黒鹿 母 レッドクローシュ 母母 ターキーレッド 9戦1勝 賞金 10，200，000円



17053 7月2日 曇 良 （28函館1）第5日 第5競走 ��
��1，000�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
57．2
55．4

良
良

44 ガーシュウィン 牡2鹿 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458 ― 58．1 2．3�
77 アポロミッション 牡2鹿 54 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 452 ― 58．84 4．1�
11 メイクグローリー 牡2栗 54 岩田 康誠ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 470 ― 59．01 4．0�
55 サ ン タ ン パ 牡2黒鹿 54

52 △長岡 禎仁加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 斉藤 正男 472 ― 59．1� 72．7�
66 サツキチャン 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 山際牧場 412 ― 59．2� 8．6�
88 ジ ッ テ 牡2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 的場 均 浦河 中島牧場 446 ― 59．3� 23．0	
22 マスターマインド 牡2鹿 54

52 △井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 444 ― 59．51� 28．3


33 ヤマチョウマグナム 牡2鹿 54 柴山 雄一長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 492 ―1：00．45 15．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 21，685，900円 複勝： 18，854，300円 枠連： 発売なし
馬連： 27，050，800円 馬単： 20，029，200円 ワイド： 15，187，500円
3連複： 33，488，600円 3連単： 80，571，000円 計： 216，867，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 180円 �� 180円 �� 240円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，550円

票 数

単勝票数 計 216859 的中 � 78282（1番人気）
複勝票数 計 188543 的中 � 67050（1番人気）� 33960（2番人気）� 32817（3番人気）
馬連票数 計 270508 的中 �� 49682（1番人気）
馬単票数 計 200292 的中 �� 21854（1番人気）
ワイド票数 計 151875 的中 �� 22994（1番人気）�� 21653（2番人気）�� 14700（3番人気）
3連複票数 計 334886 的中 ��� 58125（1番人気）
3連単票数 計 805710 的中 ��� 37519（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．7―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．9―35．6―46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．2
3 4（8，7）2，6，5，1＝3 4 ・（4，8，7）（2，6）－5，1＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ガーシュウィン �

父 アドマイヤマックス �


母父 サクラバクシンオー 初出走

2014．3．28生 牡2鹿 母 ブルームトウショウ 母母 ステアトウショウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 サツキチャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ジッテ号の騎手水口優也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

17054 7月2日 雨 良 （28函館1）第5日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時45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

69 ウエヲムイテアルコ 牡3青 56 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 472＋ 81：47．7 7．7�
22 ピエナクルーズ 牡3鹿 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 438＋ 81：48．33� 17．4�
813 エランドールシチー 牡3鹿 56 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか カタオカフアーム 448－ 2 〃 ハナ 16．0�
33 メイショウトビザル 牡3青鹿56 岩田 康誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 まるとみ冨岡牧場 478－ 21：48．4� 4．3�
57 メメニシコリ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 456－ 61：48．5クビ 284．6�
56 クロコダイルロック 牡3鹿 56 四位 洋文	グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 462＋ 61：48．92� 3．8

812 ローズオーラ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真	ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 426± 01：49．32� 138．0�
44 ダノンサーガ 牡3栗 56 浜中 俊�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：49．4� 3．0�
45 プルミエエトワール 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星 	サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 482－ 41：49．82� 96．3
11 タマムーンフェイス 牡3鹿 56 柴山 雄一玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B482± 01：50．65 61．0�
68 インテグリティー 牡3鹿 56 藤岡 佑介前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 470＋ 21：51．13 6．9�
710 カ マ タ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 伊藤 敏明 B488＋ 4 〃 クビ 235．1�
711 エイシンミーティア 牝3鹿 54 田中 博康�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 木田牧場 458－ 61：53．4大差 206．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，813，400円 複勝： 31，547，300円 枠連： 9，564，400円
馬連： 33，789，300円 馬単： 19，368，100円 ワイド： 22，635，500円
3連複： 52，748，000円 3連単： 69，357，700円 計： 259，823，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 380円 � 330円 枠 連（2－6） 3，460円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 10，170円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 1，270円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 14，580円 3 連 単 ��� 78，930円

票 数

単勝票数 計 208134 的中 � 21402（5番人気）
複勝票数 計 315473 的中 � 34061（4番人気）� 20780（7番人気）� 24443（6番人気）
枠連票数 計 95644 的中 （2－6） 2140（13番人気）
馬連票数 計 337893 的中 �� 4824（19番人気）
馬単票数 計 193681 的中 �� 1428（37番人気）
ワイド票数 計 226355 的中 �� 4114（18番人気）�� 4632（17番人気）�� 3014（21番人気）
3連複票数 計 527480 的中 ��� 2712（38番人気）
3連単票数 計 693577 的中 ��� 637（229番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―13．0―13．3―12．8―11．8―12．6―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―31．2―44．5―57．3―1：09．1―1：21．7―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウエヲムイテアルコ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gone West デビュー 2015．11．14 東京3着

2013．5．8生 牡3青 母 アリゲーターアリー 母母 Mackie 7戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンミーティア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月2日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマトカジノ号



17055 7月2日 雨 稍重 （28函館1）第5日 第7競走 ��1，000�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
57．7
56．9

重
重

33 タ タ ラ 牡4栗 57
55 △加藤 祥太 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 424－ 4 59．8 3．6�

89 オルフィーク 牝4青鹿 55
52 ▲原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 500－ 21：00．01� 2．3�

78 チェイスダウン 牡3鹿 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 466＋ 41：00．1� 4．2�
44 カシノキングダム 牡4鹿 57

55 △城戸 義政柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 B466＋ 2 〃 アタマ 42．5�
810 オールオブユー 牝4栗 55 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 0 〃 ハナ 8．2�
77 ハ ド ウ ホ ウ 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 508－161：00．2クビ 43．7	
66 ア ン ミ 牝4鹿 55

53 △長岡 禎仁武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 466－ 61：00．3� 8．2

22 マダムアグライア 牝5鹿 55 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 488＋ 41：00．93� 105．0�
55 � スズカレビン 牡5鹿 57 小林 徹弥永井 啓弍氏 目野 哲也 洞	湖 レイクヴィラファーム 486± 01：01．22 176．0�
11 レディトリス 牝3鹿 52

50 △井上 敏樹北所 直人氏 高市 圭二 むかわ 上水牧場 458＋ 21：01．52 73．5
（10頭）

売 得 金
単勝： 23，166，400円 複勝： 26，942，300円 枠連： 7，121，600円
馬連： 29，725，100円 馬単： 20，988，500円 ワイド： 17，755，700円
3連複： 36，540，600円 3連単： 75，216，600円 計： 237，456，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連（3－8） 340円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 180円 �� 300円 �� 180円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 3，260円

票 数

単勝票数 計 231664 的中 � 50867（2番人気）
複勝票数 計 269423 的中 � 46976（2番人気）� 94298（1番人気）� 43574（3番人気）
枠連票数 計 71216 的中 （3－8） 16056（1番人気）
馬連票数 計 297251 的中 �� 55721（1番人気）
馬単票数 計 209885 的中 �� 18146（2番人気）
ワイド票数 計 177557 的中 �� 27814（1番人気）�� 12618（5番人気）�� 26501（2番人気）
3連複票数 計 365406 的中 ��� 48281（1番人気）
3連単票数 計 752166 的中 ��� 16684（6番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―35．2―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ タ ラ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 De Ramiro デビュー 2014．7．5 福島5着

2012．4．22生 牡4栗 母 ク バ タ ー 母母 Golden Relic 18戦3勝 賞金 25，200，000円
〔発走状況〕 レディトリス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

17056 7月2日 雨 良 （28函館1）第5日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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

612 トウショウピスト 牡4鹿 57
54 ▲坂井 瑠星トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476＋ 61：09．8 2．3�

59 ジェットコルサ 牡4青 57 岩田 康誠尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 472＋ 4 〃 クビ 6．6�
48 サフランハート 牡3鹿 54 勝浦 正樹海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 436＋10 〃 ハナ 28．8�
12 タマモブリリアン 牝3黒鹿 52

50 △加藤 祥太タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 464＋ 41：09．9� 5．1�
714 コスモマイルール 牝5栗 55 丸山 元気岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 450＋ 41：10．0� 32．7�
36 レッドディザーブ 牡4黒鹿57 松岡 正海 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 476－ 41：10．21	 21．9	
24 ヴァッフシュテルケ 牡5青鹿57 水口 優也
宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 494＋ 21：10．3� 112．5�
816 ショウナンアヴィド 牡3青鹿54 三浦 皇成
湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B480± 0 〃 クビ 5．5�
510
 シードパール 牝4鹿 55 嶋田 純次髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 434－ 21：10．4� 150．0
23 トウカイクローネ 牡4青鹿57 四位 洋文内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 474－ 2 〃 クビ 93．0�
713� ド ナ ル チ ア 牝3栗 52 菱田 裕二小川眞査雄氏 矢作 芳人 米

Hill ’N’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Stretch
Run Ventures, LLC

B412± 01：10．5クビ 51．0�
815
 ジョヴィアル 牝4栗 55 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 217．6�
11 ユ イ マ ー ル �4鹿 57 藤岡 佑介�キーファーズ 松永 幹夫 新冠 パカパカ

ファーム 476－ 21：10．6� 85．8�
611 アイファーマシェリ 牝5黒鹿 55

53 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 452＋ 41：10．7クビ 332．8�
47 トミケンフィアブル 牡6栗 57

54 ▲原田 和真冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 高野牧場 484± 0 〃 クビ 309．1�
35 コスモイノセント 牡5青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 474＋ 21：11．23 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，629，600円 複勝： 34，906，600円 枠連： 11，092，100円
馬連： 39，972，700円 馬単： 23，119，300円 ワイド： 27，588，400円
3連複： 56，067，500円 3連単： 80，309，700円 計： 299，685，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 190円 � 520円 枠 連（5－6） 710円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，240円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 26，320円

票 数

単勝票数 計 266296 的中 � 90225（1番人気）
複勝票数 計 349066 的中 � 88277（1番人気）� 47430（4番人気）� 11967（8番人気）
枠連票数 計 110921 的中 （5－6） 12051（3番人気）
馬連票数 計 399727 的中 �� 39584（2番人気）
馬単票数 計 231193 的中 �� 13469（2番人気）
ワイド票数 計 275884 的中 �� 25157（2番人気）�� 5362（13番人気）�� 2339（27番人気）
3連複票数 計 560675 的中 ��� 5614（23番人気）
3連単票数 計 803097 的中 ��� 2212（79番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．4―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．6―46．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウピスト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．6．15 函館1着

2012．3．20生 牡4鹿 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 18戦3勝 賞金 55，568，000円



17057 7月2日 雨 稍重 （28函館1）第5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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

813 トミケンシャルゴー 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 豊洋牧場 510＋ 21：45．8 1．9�
69 ベーリングメファ 牝4栗 55 岩田 康誠手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 456＋ 2 〃 クビ 2．8�
22 ガ ン コ 牡3青鹿54 三浦 皇成杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 486＋ 41：46．22� 7．0�
812 レインボーソング 牝4鹿 55

52 ▲坂井 瑠星吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478－101：46．51� 50．1�
710 フジノナデシコ 牝3鹿 52 吉田 隼人藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 462＋ 41：46．92� 60．8�
11 サダムダイジョウブ 牡6青 57 北村 友一大西 定氏 中尾 秀正 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 2 〃 アタマ 36．1�
68 トウケイフクキタル 牡3栗 54 古川 吉洋木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 466± 01：47．11 17．4	
56 エルパンドール 牝3黒鹿 52

50 △城戸 義政難波 経雄氏 南井 克巳 新冠 ハシモトフアーム 472± 01：47．2� 11．7

711 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± 01：47．51� 206．2�
45 デストリーライズ 牡4鹿 57 松岡 正海広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 498－ 71：48．88 42．3
57 アサクサプライド 牡5栗 57 菱田 裕二田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 462＋ 41：49．65 151．9�
44 � ヒメキヨヒダカ 牝4黒鹿 55

53 △井上 敏樹岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 456－ 21：49．81� 225．3�
33 ライディングハイ 牝3鹿 52 黛 弘人�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 480＋ 4 〃 ハナ 102．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，435，900円 複勝： 49，641，700円 枠連： 11，584，200円
馬連： 40，556，600円 馬単： 27，209，600円 ワイド： 24，252，800円
3連複： 60，587，700円 3連単： 111，749，200円 計： 349，017，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（6－8） 190円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 140円 �� 250円 �� 350円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，290円

票 数

単勝票数 計 234359 的中 � 94056（1番人気）
複勝票数 計 496417 的中 � 294606（1番人気）� 82438（2番人気）� 35414（3番人気）
枠連票数 計 115842 的中 （6－8） 45297（1番人気）
馬連票数 計 405566 的中 �� 126566（1番人気）
馬単票数 計 272096 的中 �� 49041（1番人気）
ワイド票数 計 242528 的中 �� 56960（1番人気）�� 21424（2番人気）�� 13905（4番人気）
3連複票数 計 605877 的中 ��� 89856（1番人気）
3連単票数 計1117492 的中 ��� 62675（1番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．8―12．2―12．7―12．8―12．8―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．1―42．3―55．0―1：07．8―1：20．6―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．0
1
3
12，4（8，9）（6，13）－2（3，11，10）－7，1－5・（12，9）13（4，8）2，6（1，3，10）（11，5，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンシャルゴー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．8．17 新潟中止

2012．4．24生 牡4鹿 母 ホウヨウターゲット 母母 ソフトボイス 13戦3勝 賞金 28，349，000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 アグネッタ号・ジュアンマリエ号

17058 7月2日 雨 稍重 （28函館1）第5日 第10競走 ��
��1，800�

え さ ん

恵 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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

33 � リ ッ ジ マ ン 牡3鹿 54 加藤 祥太�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 436＋ 21：49．7 26．3�
11 キャニオンロード 牡3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：49．91	 4．3�
67 アドマイヤメテオ 牡5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 472－ 21：50．0
 6．0�
710 ハッピーユニバンス 牝4黒鹿55 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 11．0�
811 エルリストン 牡3黒鹿54 浜中 俊�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 480＋ 41：50．1
 3．1	
79 ティーエスクライ 牝4芦 55 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 440－101：50．2
 5．8

56 タイセイマジック �5鹿 57 川須 栄彦田中 成奉氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 462＋141：50．62
 77．6�
44 ハマヒルガオ 牝3黒鹿52 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476－101：50．7� 6．6�
55 タルトオポム 牡5黒鹿57 嶋田 純次亀山 敬司氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 446± 01：50．8
 115．6
22 クリノイーソー 牡4鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 横井 哲 492＋ 21：50．9クビ 135．4�
68 キャノンストーム 牡3黒鹿54 吉田 隼人前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494± 01：51．75 17．2�
812 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 498－ 41：53．6大差 220．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，861，300円 複勝： 38，076，900円 枠連： 15，311，600円
馬連： 60，966，200円 馬単： 31，657，900円 ワイド： 35，100，200円
3連複： 82，010，000円 3連単： 122，828，100円 計： 414，812，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 540円 � 190円 � 190円 枠 連（1－3） 5，810円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 10，310円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 2，120円 �� 540円

3 連 複 ��� 7，010円 3 連 単 ��� 54，660円

票 数

単勝票数 計 288613 的中 � 8760（8番人気）
複勝票数 計 380769 的中 � 14459（8番人気）� 59214（2番人気）� 57333（3番人気）
枠連票数 計 153116 的中 （1－3） 2040（13番人気）
馬連票数 計 609662 的中 �� 9599（21番人気）
馬単票数 計 316579 的中 �� 2301（40番人気）
ワイド票数 計 351002 的中 �� 6842（18番人気）�� 4060（23番人気）�� 17810（5番人気）
3連複票数 計 820100 的中 ��� 8767（31番人気）
3連単票数 計1228281 的中 ��� 1629（204番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．9―12．8―12．1―11．9―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．7―48．6―1：01．4―1：13．5―1：25．4―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

�リ ッ ジ マ ン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Caerleon （3戦0勝 賞金 5，262，000円）

2013．5．25生 牡3鹿 母 アドマイヤモンロー 母母 Steady 4戦1勝 賞金 13，205，000円
地方デビュー 2015．6．25 門別



17059 7月2日 雨 稍重 （28函館1）第5日 第11競走 ��
��1，200�T V h 杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．7．4以降28．6．26まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

テレビ北海道賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：07．8
1：06．5

良
良

33 ク リ ス マ ス 牝5黒鹿55 勝浦 正樹 M・
Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 452－ 61：09．7 2．4�

56 スナッチマインド 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 4 〃 クビ 4．8�

710 トウカイセンス 牝5鹿 53 吉田 隼人内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 450＋ 21：09．8� 11．2�
67 スリーカーニバル 牝6鹿 51 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 480＋101：09．9クビ 85．3�
68 ラインハート 牝5鹿 52 岩田 康誠大塚 亮一氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B468＋ 2 〃 アタマ 6．8	
79 � ア ピ ア 	5鹿 54 丸山 元気宮崎 利男氏 藤沢 和雄 新冠 村上 欽哉 528－ 6 〃 クビ 37．4

811 サ ン シ カ ゴ 牡5栗 54 菱田 裕二加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 478＋ 2 〃 アタマ 50．2�
55 
 レッドシャンクス 	7鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 484－ 61：10．0クビ 29．0�
22 ヴァイサーリッター 牡5芦 54 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 470－ 4 〃 クビ 7．0
44 ケイリンボス 牡5栗 54 松岡 正海山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 510－121：10．1� 34．3�
11 ダノンルージュ 牝6鹿 53 浜中 俊�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490＋141：10．73� 15．3�
812� エ ル ゴ レ ア 牝5鹿 53 柴山 雄一 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：10．8� 13．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 61，407，100円 複勝： 80，639，200円 枠連： 27，661，400円
馬連： 169，392，500円 馬単： 78，043，500円 ワイド： 82，976，900円
3連複： 230，883，000円 3連単： 387，776，300円 計： 1，118，779，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 150円 � 250円 枠 連（3－5） 530円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 260円 �� 520円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 614071 的中 � 200062（1番人気）
複勝票数 計 806392 的中 � 257224（1番人気）� 126604（2番人気）� 56897（5番人気）
枠連票数 計 276614 的中 （3－5） 40374（1番人気）
馬連票数 計1693925 的中 �� 214002（1番人気）
馬単票数 計 780435 的中 �� 61351（1番人気）
ワイド票数 計 829769 的中 �� 91928（1番人気）�� 39036（4番人気）�� 18837（11番人気）
3連複票数 計2308830 的中 ��� 87802（3番人気）
3連単票数 計3877763 的中 ��� 52644（4番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．3―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―34．5―46．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク リ ス マ ス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2013．6．30 函館1着

2011．3．4生 牝5黒鹿 母 アラマサスナイパー 母母 ターミナルフラワー 12戦4勝 賞金 101，072，000円
〔その他〕 スナッチマインド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スナッチマインド号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年8月2日まで出走できない。

17060 7月2日 雨 稍重 （28函館1）第5日 第12競走 ��
��2，000�

と う や こ

洞 � 湖 特 別
発走16時05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

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
1：57．8
1：56．1

良
良

33 バ イ ガ エ シ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 514± 02：02．7 1．8�
55 サーブルオール 牡3鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480± 02：03．55 4．0�
22 リアルキング 牡3鹿 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 526± 02：03．6� 7．2�
812 モンドシャルナ 牡5鹿 57 吉田 隼人山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454＋ 6 〃 アタマ 12．7�
710 メイクアップ 牡5栗 57 菱田 裕二岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 42：03．81	 12．6�
79 フ ァ シ ー ノ 牡5鹿 57 勝浦 正樹 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 470＋ 2 〃 クビ 41．1	
44 
 メイショウテッサイ 牡8鹿 57 松岡 正海松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 498＋ 22：03．9� 139．9

56 サトノフェラーリ 牡5鹿 57 四位 洋文里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 470－ 22：04．0� 27．4�
67 トミケンスラーヴァ 牡6鹿 57 長岡 禎仁冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 510＋ 62：04．1� 23．5�
811 アドマイヤカーリン 牡8青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 229．5
11 ツクバアスナロ 牝5鹿 55 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 洞�湖 レイクヴィラファーム 462＋ 22：04．2クビ 98．9�
68  オールステイ 牡5鹿 57 黛 弘人石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm 500＋102：04．73 20．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 48，798，100円 複勝： 78，363，800円 枠連： 21，056，400円
馬連： 92，686，900円 馬単： 56，058，000円 ワイド： 57，055，200円
3連複： 127，764，600円 3連単： 240，252，000円 計： 722，035，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（3－5） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 170円 �� 330円 �� 530円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，420円

票 数

単勝票数 計 487981 的中 � 209167（1番人気）
複勝票数 計 783638 的中 � 361865（1番人気）� 127746（2番人気）� 65594（3番人気）
枠連票数 計 210564 的中 （3－5） 55518（1番人気）
馬連票数 計 926869 的中 �� 243442（1番人気）
馬単票数 計 560580 的中 �� 100302（1番人気）
ワイド票数 計 570552 的中 �� 109126（1番人気）�� 40003（3番人気）�� 22409（6番人気）
3連複票数 計1277646 的中 ��� 109656（2番人気）
3連単票数 計2402520 的中 ��� 71850（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．8―12．9―12．5―12．5―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�
12．6―23．9―35．9―48．7―1：01．6―1：14．1―1：26．6―1：38．6―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ イ ガ エ シ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．20 函館6着

2012．3．23生 牡4黒鹿 母 ナイストップクイン 母母 ゼルマジョーンズ 10戦4勝 賞金 68，374，000円
〔その他〕 サーブルオール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サーブルオール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年8月2日まで出走できない。



（28函館1）第5日 7月2日（土曜日） 曇後雨 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 151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

185，270，000円
3，800，000円
7，980，000円
1，210，000円
18，900，000円
59，248，500円
3，926，000円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
331，093，300円
519，361，400円
142，708，500円
619，052，200円
360，809，300円
368，463，400円
859，354，100円
1，454，086，100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 4，654，928，300円

総入場人員 4，080名 （有料入場人員 3，542名）
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