
20025 7月16日 晴 稍重 （28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

33 マンカストラップ 牡2青鹿54 西村 太一�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 460－ 4 59．2 4．1�
67 ブ キ ス 牡2鹿 54 三浦 皇成杉澤 光雄氏 田中 章博 新ひだか 前谷 武志 472± 0 59．3� 3．9�
22 セ ラ ミ ス ト 牝2青鹿54 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 2 59．51� 19．7�
68 アスターメープル 牝2栗 54 岩田 康誠加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 424＋ 81：00．03 21．2�
812 ララベスラーナ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太髙樽さゆり氏 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 468－ 21：00．21	 3．4�

56 フレンドパリ 牝2黒鹿 54
52 △井上 敏樹横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 440± 01：01．05 61．7	

811 ウインコーラル 牡2栗 54
51 ▲坂井 瑠星
ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 458＋ 6 〃 クビ 16．5�

79 ピ リ ナ 牝2鹿 54 松岡 正海 �フジワラ・ファーム 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 430－ 61：01．1クビ 12．0�
44 ブ ロ ッ シ ェ 牝2栗 54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 41：01．31	 41．1
11 ペイシャリル 牡2鹿 54 菱田 裕二北所 直人氏 菅原 泰夫 様似 清水スタッド 448－141：01．62 134．5�
55 タイセイブリット 牡2黒鹿54 浜中 俊田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 アラキフアーム 448＋ 21：02．55 9．4�
710 セイユウレディ 牝2栗 54 丸山 元気松岡 正二氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 434＋ 21：02．92� 221．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，229，300円 複勝： 30，961，600円 枠連： 7，973，500円
馬連： 39，311，200円 馬単： 22，475，100円 ワイド： 23，983，200円
3連複： 57，869，200円 3連単： 76，613，100円 計： 279，416，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 160円 � 510円 枠 連（3－6） 720円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，230円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 17，050円

票 数

単勝票数 計 202293 的中 � 40712（3番人気）
複勝票数 計 309616 的中 � 65935（2番人気）� 54651（3番人気）� 10967（8番人気）
枠連票数 計 79735 的中 （3－6） 8479（3番人気）
馬連票数 計 393112 的中 �� 38361（2番人気）
馬単票数 計 224751 的中 �� 9096（6番人気）
ワイド票数 計 239832 的中 �� 17456（3番人気）�� 4765（15番人気）�� 4284（19番人気）
3連複票数 計 578692 的中 ��� 15932（10番人気）
3連単票数 計 766131 的中 ��� 3257（54番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．7―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．0―34．7―46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．2
3 ・（3，7）（2，9）（5，12）－（8，10，11）6－（1，4） 4 ・（3，7）（2，9）12（8，5）－11，6，10（1，4）

勝馬の
紹 介

マンカストラップ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2016．6．25 函館3着

2014．3．24生 牡2青鹿 母 ヴ ァ ッ プ 母母 ビコーグレイス 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アユツリオヤジ号・サンバダンサー号・ペイシャパッチ号

20026 7月16日 晴 稍重 （28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 4，800，000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

22 アタックガール 牝3青鹿54 池添 謙一長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 420＋ 21：46．8 2．0�
711 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 456＋ 81：47．86 3．9�
57 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 452＋ 21：48．01� 7．2�
11 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± 01：48．1� 4．6�
45 バークレアヴィガ 牝3鹿 54 吉田 隼人鈴木 義孝氏 土田 稔 日高 賀張三浦牧場 412± 01：48．42 84．4�
56 ガーデンタイム 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 佐藤 陽一 464－ 21：48．6� 276．9	
33 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 462＋ 2 〃 クビ 40．8

69 シーサイドチャペル 牝3青鹿 54

53 ☆中井 裕二 �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 426＋ 61：48．7クビ 22．9�

44 リベリーターン 牝3鹿 54
52 △城戸 義政�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 476＋ 21：49．33� 24．3

812 ショウナンアイリス 牝3鹿 54
52 △長岡 禎仁国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 西村 和夫 452＋ 61：50．15 162．0�

68 サ マ ン サ 牝3黒鹿 54
51 ▲坂井 瑠星浜井 弘至氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 418± 01：50．52� 166．1�
813 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 448－ 21：51．45 83．5�
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 B440＋ 41：52．25 180．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，821，200円 複勝： 27，069，500円 枠連： 6，525，100円
馬連： 26，510，500円 馬単： 19，017，200円 ワイド： 16，780，100円
3連複： 41，082，000円 3連単： 63，541，000円 計： 216，346，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（2－7） 390円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 180円 �� 250円 �� 340円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，090円

票 数

単勝票数 計 158212 的中 � 62191（1番人気）
複勝票数 計 270695 的中 � 128406（1番人気）� 37763（2番人気）� 30964（4番人気）
枠連票数 計 65251 的中 （2－7） 12722（2番人気）
馬連票数 計 265105 的中 �� 46304（2番人気）
馬単票数 計 190172 的中 �� 23152（1番人気）
ワイド票数 計 167801 的中 �� 28195（1番人気）�� 16172（3番人気）�� 10803（5番人気）
3連複票数 計 410820 的中 ��� 46459（2番人気）
3連単票数 計 635410 的中 ��� 22027（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．2―43．1―55．8―1：07．7―1：20．5―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F39．1
1
3
・（1，2）11，13（3，4，12）（5，7）8（6，10）9・（1，2）11，7－3（4，12）（13，8）5，9－6＝10

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

勝馬の
紹 介

アタックガール �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．10．18 新潟11着

2013．4．8生 牝3青鹿 母 アールヴィストーゾ 母母 バーミスキャット 9戦1勝 賞金 9，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウジヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月16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16日 晴 良 （28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 4，800，000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

12 � ベリースコール �3黒鹿56 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck
Benillouche 486± 01：09．4 27．7�

48 � カムホームラッシー 牝3黒鹿 54
51 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 John

O’Connor 456＋ 2 〃 ハナ 4．8�
35 ドンボラーレ 牡3栗 56 岩田 康誠山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 446± 0 〃 クビ 3．1�
11 ファインキャプテン 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 474± 0 〃 アタマ 3．4�
59 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 444＋ 21：09．71	 27．7�
24 ラ ブ ロ イ �3青鹿 56

54 △長岡 禎仁 M・
Kenichiホールディング� 小島 茂之 浦河 宮内牧場 466＋ 21：09．8
 32．0	

816 ブラウンヴィーヴォ 牡3鹿 56 三浦 皇成キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 金石牧場 B466－ 81：09．9
 54．1

612 ペプチドヴィーナス 牝3黒鹿54 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 464＋ 8 〃 ハナ 65．1�
47 アムールブラン 牝3芦 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 478－ 2 〃 ハナ 41．7�
611 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 B470－12 〃 クビ 16．8
714� モズジャカランダ 牝3栗 52

49 ▲坂井 瑠星 �キャピタル・システム 小崎 憲 豪 Ramsey Pas-
toral Co Pty Ltd 454± 01：10．0	 13．8�

713 マニワッショイ 牡3黒鹿56 四位 洋文今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 沼田 照秋 468± 01：10．1
 26．1�
23 サンポーツマス 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 春木 昭雄 480－ 4 〃 ハナ 80．1�
510 ド ス コ イ 牡3鹿 56 吉田 隼人中西 功氏 日吉 正和 日高 高山牧場 436－ 8 〃 クビ 90．9�
815 サクラグレイス 牝3栗 54 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡スタット 414± 0 〃 ハナ 15．6�
36 スリーアリアン 牝3鹿 54 松岡 正海永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 B442－ 41：10．2
 54．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，075，200円 複勝： 25，902，900円 枠連： 8，911，500円
馬連： 33，977，400円 馬単： 17，987，000円 ワイド： 24，454，900円
3連複： 50，146，700円 3連単： 58，986，100円 計： 239，441，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，770円 複 勝 � 450円 � 180円 � 140円 枠 連（1－4） 800円

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 13，170円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 1，180円 �� 420円

3 連 複 ��� 5，850円 3 連 単 ��� 65，090円

票 数

単勝票数 計 190752 的中 � 5494（9番人気）
複勝票数 計 259029 的中 � 10412（8番人気）� 37174（3番人気）� 64338（1番人気）
枠連票数 計 89115 的中 （1－4） 8606（3番人気）
馬連票数 計 339774 的中 �� 3838（25番人気）
馬単票数 計 179870 的中 �� 1024（50番人気）
ワイド票数 計 244549 的中 �� 2726（25番人気）�� 5142（10番人気）�� 16405（2番人気）
3連複票数 計 501467 的中 ��� 6421（14番人気）
3連単票数 計 589861 的中 ��� 657（187番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．6―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベリースコール �
�
父 Elusive City �

�
母父 Septieme Ciel デビュー 2016．1．31 京都15着

2013．5．9生 �3黒鹿 母 Spark Sept 母母 Sparkline 6戦1勝 賞金 4，800，000円
〔制裁〕 ベリースコール号の騎手菱田裕二は，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50，000円。（被害馬：7番）

20028 7月16日 晴 稍重 （28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 4，800，000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

45 ベストインザスカイ 牡3鹿 56 北村 友一飯田 正剛氏 �島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B496＋ 21：47．0 13．4�
33 ライトブリンガー 牡3栗 56 岩田 康誠�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B468± 01：47．42� 1．4�
710 メイショウザイル 牡3鹿 56 松岡 正海松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 460－ 81：47．61� 23．7�
68 クインズフェザー 牡3鹿 56 荻野 琢真 �クイーンズ・ランチ 宮本 博 新ひだか 土田 和男 B458－ 81：47．81� 16．6�
56 サンマルクラウン 牡3鹿 56 藤岡 佑介相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 476＋ 61：48．43� 18．1	
57 ノーブルブラック 牝3黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 北田 剛 436＋ 61：49．14 48．3

711 コラージェン 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新ひだか タガミファーム B472＋ 4 〃 クビ 8．5�
69 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 480－ 61：49．2クビ 14．6�
813 ムーンシャイナー 牡3黒鹿56 黛 弘人岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 446－ 21：49．41� 20．8
812 キッズガチマヤー 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム B524＋ 3 〃 クビ 59．4�
44 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 B480＋ 41：49．5� 117．8�
11 ウイントリオンフ 牡3鹿 56 丹内 祐次�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 増本牧場 492＋ 81：50．13� 44．4�
22 カジノノーブル 牡3栗 56

54 △井上 敏樹遠藤 良一氏 高橋 義博 新ひだか カタオカフアーム 402－ 21：50．2� 179．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，113，500円 複勝： 59，188，900円 枠連： 8，705，900円
馬連： 26，345，900円 馬単： 22，094，600円 ワイド： 18，800，600円
3連複： 35，876，200円 3連単： 72，354，400円 計： 262，480，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 190円 � 110円 � 460円 枠 連（3－4） 690円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 390円 �� 3，180円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 41，690円

票 数

単勝票数 計 191135 的中 � 11351（3番人気）
複勝票数 計 591889 的中 � 27674（3番人気）� 435535（1番人気）� 8330（8番人気）
枠連票数 計 87059 的中 （3－4） 9639（4番人気）
馬連票数 計 263459 的中 �� 27933（2番人気）
馬単票数 計 220946 的中 �� 5704（9番人気）
ワイド票数 計 188006 的中 �� 13469（3番人気）�� 1383（30番人気）�� 6749（7番人気）
3連複票数 計 358762 的中 ��� 6402（17番人気）
3連単票数 計 723544 的中 ��� 1258（126番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．3―13．1―12．3―12．1―12．8―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．5―43．6―55．9―1：08．0―1：20．8―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．0
1
3
5－（4，8）10（1，12）－11，3（2，6，9）7，13
5（8，10）－3，11，4（1，12）－（2，6）（7，9）13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベストインザスカイ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．13 阪神16着

2013．3．20生 牡3鹿 母 ベストオブミー 母母 フラワーアーチ 7戦1勝 賞金 4，800，000円
※クインズフェザー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



20029 7月16日 晴 良 （28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

88 ポッドジーニー 牝2黒鹿54 松岡 正海小川眞査雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 下屋敷牧場 448 ―1：10．9 2．3�
33 コスモユウギリ 牡2鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 裕 浦河 昭和牧場 490 ―1：11．22 8．9�
44 アミーコドーロ 牝2栗 54

52 △城戸 義政山口 正行氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 472 ―1：11．41� 7．3�
77 ラブフルーツ 牝2鹿 54 四位 洋文國分 純氏 友道 康夫 日高 スマイルファーム 442 ―1：11．5� 8．1�
11 ヤンチャボウズ 牡2栗 54 柴山 雄一北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 見上牧場 450 ― 〃 ハナ 3．8�
55 スカイプリンセス 牝2黒鹿54 水口 優也�高橋ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 442 ―1：12．24 18．9	
66 ツ ー ダ イ ス 牝2栗 54 小林 徹弥西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 424 ―1：12．73 69．2

22 セイユウルビー 牝2鹿 54 黛 弘人松岡 正二氏 中野 栄治 新ひだか 畠山牧場 442 ― 〃 クビ 13．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 24，392，100円 複勝： 18，969，400円 枠連： 発売なし
馬連： 28，376，500円 馬単： 19，489，200円 ワイド： 15，410，600円
3連複： 33，634，100円 3連単： 73，286，100円 計： 213，558，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 200円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 480円 �� 290円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 11，460円

票 数

単勝票数 計 243921 的中 � 85548（1番人気）
複勝票数 計 189694 的中 � 63409（1番人気）� 18152（5番人気）� 23418（4番人気）
馬連票数 計 283765 的中 �� 16245（6番人気）
馬単票数 計 194892 的中 �� 6756（8番人気）
ワイド票数 計 154106 的中 �� 7923（6番人気）�� 15029（2番人気）�� 5361（14番人気）
3連複票数 計 336341 的中 ��� 9503（8番人気）
3連単票数 計 732861 的中 ��� 4634（40番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．8―11．7―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．3―36．1―47．8―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．8
3 8，7，3，4－（6，1）5－2 4 8，7，3，4，1，6，5－2

勝馬の
紹 介

ポッドジーニー �

父 ストリートセンス �


母父 ゼンノロブロイ 初出走

2014．5．1生 牝2黒鹿 母 エリモエポナ 母母 エリモロマンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20030 7月16日 晴 良 （28函館2）第3日 第6競走 ��
��2，600�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 4，800，000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
2：38．7
2：37．3

良
良

45 トロピカルストーム �3黒鹿 56
53 ▲坂井 瑠星吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 42：41．3 2．3�
813 アドルナメンテ 牝3鹿 54 松岡 正海安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：41．72� 13．6�
34 ギ ャ ツ ビ ー 牡3栗 56 北村 友一 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 446＋ 22：41．8� 6．1�
11 メイショウルルド 牡3鹿 56 吉田 隼人松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 510± 02：42．12 6．9�
711 ワークショップ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 498＋ 22：42．31
 13．7	
57 チーフコンダクター 牡3黒鹿56 柴山 雄一 
キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 496＋ 62：42．51� 11．5�
58 トウカイハッピー 牡3鹿 56 勝浦 正樹内村 正則氏 野中 賢二 新ひだか 佐藤 陽一 490＋ 82：42．6クビ 31．7�
69 メディアルナ 牝3栃栗 54

52 △長岡 禎仁 
キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－ 4 〃 クビ 8．0

46 シーザワールド 牡3鹿 56 菱田 裕二石川 達絵氏 渡辺 薫彦 日高 山際 辰夫 B506＋ 82：42．7� 17．5�
814 マイネルシャウト 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 安平 ノーザンファーム 514－142：42．8� 56．4�
33 マイネルピオネロ 牡3鹿 56 丸山 元気 �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± 02：43．11� 99．5�
22 ソ ウ マ 牡3青鹿56 岩田 康誠上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 澤田 嘉隆 480－ 22：44．9大差 53．8�
712� ファントムジオペラ 牡3鹿 56 K．ティータン 大塚 亮一氏 菊川 正達 英 Dr S.

Eversfield 532＋ 22：45．21� 36．8�
（香港）

610 サグラダファミリア 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 築紫 洋 442＋142：51．9大差 176．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，658，900円 複勝： 23，279，700円 枠連： 8，530，500円
馬連： 28，399，700円 馬単： 16，169，100円 ワイド： 19，007，900円
3連複： 41，751，400円 3連単： 52，052，000円 計： 206，849，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 280円 � 190円 枠 連（4－8） 1，580円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 720円 �� 420円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 17，280円

票 数

単勝票数 計 176589 的中 � 59085（1番人気）
複勝票数 計 232797 的中 � 55182（1番人気）� 16874（7番人気）� 29915（3番人気）
枠連票数 計 85305 的中 （4－8） 4162（6番人気）
馬連票数 計 283997 的中 �� 11710（6番人気）
馬単票数 計 161691 的中 �� 4700（8番人気）
ワイド票数 計 190079 的中 �� 6752（6番人気）�� 12403（3番人気）�� 2627（22番人気）
3連複票数 計 417514 的中 ��� 7359（13番人気）
3連単票数 計 520520 的中 ��� 2183（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．4―36．1―48．0―1：00．1―1：13．2―1：26．7―1：40．2―1：52．9―2：05．4―2：17．4―2：29．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F48．4―3F35．9
1
�
10＝13＝1－9，4，11，8，7，5（2，3，12）－6＝14・（13，9）（1，11，5）7（10，4）3，8，6（2，12）14

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

勝馬の
紹 介

トロピカルストーム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．4．16 福島7着

2013．2．27生 �3黒鹿 母 シーサイドブリーズ 母母 サマーベイブ 5戦1勝 賞金 6，700，000円
〔発走状況〕 マイネルシャウト号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サグラダファミリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月16日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



20031 7月16日 晴 稍重 （28函館2）第3日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

67 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 B468－ 21：46．5 15．7�
811 シャンタルエット 牝4鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 484＋121：46．82 41．5�
810 ラインセイラ 牝3栗 52 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460－ 21：47．01� 38．3�
22 サンウィノナ 牝4鹿 55 古川 吉洋加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 454－ 61：47．1� 15．3�
33 エクストラペトル 牝4黒鹿55 K．ティータン �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 61：47．2クビ 18．3�
（香港）

66 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± 01：47．3� 1．3	
78 	 ウォークロニクル 牝4青鹿55 三浦 皇成 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 448＋ 8 〃 クビ 10．3

11 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 468＋ 21：47．4クビ 12．7�
79 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 488－ 41：47．93 89．7
44 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 452－ 21：48．96 101．7�
55 ティープラズマ 牝3黒鹿 52

50 △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 478－ 21：49．22 14．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，375，800円 複勝： 96，076，600円 枠連： 7，875，700円
馬連： 33，734，900円 馬単： 27，839，400円 ワイド： 22，308，700円
3連複： 44，019，800円 3連単： 97，720，200円 計： 352，951，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 870円 � 3，440円 � 2，030円 枠 連（6－8） 1，300円

馬 連 �� 24，180円 馬 単 �� 67，350円

ワ イ ド �� 4，260円 �� 2，980円 �� 8，180円

3 連 複 ��� 128，460円 3 連 単 ��� 874，650円

票 数

単勝票数 計 233758 的中 � 11889（6番人気）
複勝票数 計 960766 的中 � 30364（3番人気）� 7207（9番人気）� 12442（8番人気）
枠連票数 計 78757 的中 （6－8） 4660（7番人気）
馬連票数 計 337349 的中 �� 1081（36番人気）
馬単票数 計 278394 的中 �� 310（70番人気）
ワイド票数 計 223087 的中 �� 1351（34番人気）�� 1945（31番人気）�� 698（41番人気）
3連複票数 計 440198 的中 ��� 257（129番人気）
3連単票数 計 977202 的中 ��� 81（679番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．4―13．0―12．3―12．3―12．5―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．7―43．7―56．0―1：08．3―1：20．8―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア グ ネ ッ タ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．19 阪神3着

2013．4．14生 牝3鹿 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード 10戦2勝 賞金 19，600，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

20032 7月16日 晴 良 （28函館2）第3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

78 ヒ ル ダ 牝3栗 52 三浦 皇成吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：09．1 3．5�
67 クリノスイートピー 牝4黒鹿 55

53 △長岡 禎仁栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 444＋ 21：09．31 9．1�
79 セレッソブランコ 牝4芦 55

54 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 470± 0 〃 アタマ 5．8�
33 シンフォニア 牝4栗 55 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 480－ 61：09．4� 2．7�
44 サクラヴィオーラ 牝5栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 476± 01：09．5� 10．6�
811 カネトシボヌール 牡3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 448± 01：09．6� 15．1	
11 � 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 492＋ 6 〃 クビ 27．4


810 クラウドチェンバー 	7鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460－ 81：09．7� 17．5�
55 � グ ラ デ ィ ス 牝4鹿 55 小林 徹弥�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 490± 01：10．02 66．8
22 トウカイクローネ 牡4青鹿57 K．ティータン 内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 476＋ 21：10．1クビ 35．8�

（香港）

66 タイセイエクレール 牡3鹿 54 黛 弘人田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 504－ 21：10．41� 36．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，125，200円 複勝： 26，432，800円 枠連： 9，941，100円
馬連： 35，381，400円 馬単： 19，789，900円 ワイド： 21，680，400円
3連複： 44，187，300円 3連単： 75，572，200円 計： 253，110，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 240円 � 180円 枠 連（6－7） 870円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 610円 �� 450円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 11，010円

票 数

単勝票数 計 201252 的中 � 45280（2番人気）
複勝票数 計 264328 的中 � 53482（2番人気）� 24197（4番人気）� 39203（3番人気）
枠連票数 計 99411 的中 （6－7） 8770（2番人気）
馬連票数 計 353814 的中 �� 14595（6番人気）
馬単票数 計 197899 的中 �� 4966（11番人気）
ワイド票数 計 216804 的中 �� 8979（6番人気）�� 12640（3番人気）�� 8275（8番人気）
3連複票数 計 441873 的中 ��� 14497（5番人気）
3連単票数 計 755722 的中 ��� 4972（25番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―11．8―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．1―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ル ダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Johannesburg デビュー 2015．7．5 函館1着

2013．1．26生 牝3栗 母 バロネスサッチャー 母母 Natkeeta 9戦2勝 賞金 28，951，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



20033 7月16日 晴 稍重 （28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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

11 タマモアルム 牡3鹿 54 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 498＋ 21：45．9 5．9�
22 トラキアンコード �4芦 57 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 492－ 21：46．11� 2．3�
67 カノヤプレジデント �6鹿 57 藤岡 佑介神田アヤ子氏 谷 潔 登別 青藍牧場 474－101：46．2	 33．3�
33 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 464＋ 21：46．52 24．1�
811 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± 01：46．6
 5．1�
810 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＋ 21：46．7クビ 22．9

66 ボ ル ド ネ ス 牡4鹿 57 浜中 俊�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 494－121：47．12	 4．0�
79 ソワンドタイガー 牡4栗 57

54 ▲坂井 瑠星西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 小河 豊水 474－11 〃 アタマ 23．3�
55 � メイショウクロタカ 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 458＋ 41：47．73	 90．5
44 ガルガンチュア 牡3栗 54

51 ▲原田 和真渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 422－ 41：47．8	 27．7�
78 カフジイーグル 牡4栗 57 川須 栄彦加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 490－ 21：47．9クビ 74．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，153，600円 複勝： 27，027，200円 枠連： 8，746，600円
馬連： 36，946，500円 馬単： 22，213，100円 ワイド： 23，126，300円
3連複： 54，167，500円 3連単： 91，384，900円 計： 285，765，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 120円 � 360円 枠 連（1－2） 640円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，310円 �� 880円

3 連 複 ��� 8，510円 3 連 単 ��� 34，570円

票 数

単勝票数 計 221536 的中 � 30038（4番人気）
複勝票数 計 270272 的中 � 44534（2番人気）� 74329（1番人気）� 12817（7番人気）
枠連票数 計 87466 的中 （1－2） 10556（3番人気）
馬連票数 計 369465 的中 �� 46963（2番人気）
馬単票数 計 222131 的中 �� 11449（5番人気）
ワイド票数 計 231263 的中 �� 27970（1番人気）�� 2249（27番人気）�� 6221（7番人気）
3連複票数 計 541675 的中 ��� 4770（26番人気）
3連単票数 計 913849 的中 ��� 1916（106番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．6―12．3―12．5―12．3―12．8―12．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．8―42．1―54．6―1：06．9―1：19．7―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．0
1
3
・（1，8）－（2，3，9）11，10（7，4，6）－5
1，8－2，6，11（3，9）（7，4）－（10，5）

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

勝馬の
紹 介

タマモアルム �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．1．9 京都7着

2013．5．21生 牡3鹿 母 ハ イ ジ 母母 ハイドアンドシーク 8戦2勝 賞金 19，700，000円

20034 7月16日 晴 良 （28函館2）第3日 第10競走 ��1，800�
ゆ の は ま

湯 浜 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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

66 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 482＋ 41：47．7 2．6�
22 ケンホファヴァルト 牡3鹿 54 浜中 俊中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 448＋ 8 〃 アタマ 6．3�
810 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 470－ 21：47．91� 5．1�
11 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 486＋ 6 〃 クビ 12．6�
89 レッドグルック 牡5鹿 57 K．ティータン �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 492＋ 21：48．21� 53．2	

（香港）

55 ドーノデルソーレ 牡3黒鹿54 丸山 元気吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：48．73 25．9

78 ペイシャマリヤ 牝3栗 52 松岡 正海北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 450＋ 61：49．23 108．3�
44 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 468－ 2 〃 クビ 4．9�
33 トーセンナチュラル 牝4黒鹿55 横山 和生島川 哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 432－ 4 〃 アタマ 45．6�
77 レッドゲルニカ 牡3鹿 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 552＋ 2 〃 ハナ 6．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，130，200円 複勝： 42，967，200円 枠連： 12，564，200円
馬連： 55，457，300円 馬単： 30，461，700円 ワイド： 32，507，100円
3連複： 76，491，800円 3連単： 130，262，100円 計： 410，841，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 150円 枠 連（2－6） 950円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 380円 �� 280円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計 301302 的中 � 92017（1番人気）
複勝票数 計 429672 的中 � 95004（1番人気）� 59298（4番人気）� 75960（2番人気）
枠連票数 計 125642 的中 （2－6） 10210（3番人気）
馬連票数 計 554573 的中 �� 46630（3番人気）
馬単票数 計 304617 的中 �� 14685（3番人気）
ワイド票数 計 325071 的中 �� 21907（3番人気）�� 32826（2番人気）�� 12380（10番人気）
3連複票数 計 764918 的中 ��� 35509（3番人気）
3連単票数 計1302621 的中 ��� 13638（13番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．6―12．1―12．3―12．1―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．2―47．3―59．6―1：11．7―1：23．7―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

エアピザレー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Halling デビュー 2014．2．23 京都8着

2011．5．14生 牡5栗 母 エ ア リ カ コ 母母 ライラアラウィ 10戦2勝 賞金 26，680，000円
〔制裁〕 ケンホファヴァルト号の騎手浜中俊は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



20035 7月16日 晴 良 （28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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：06．5

良
良

57 ホッコーサラスター 牝5鹿 55 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470＋ 41：08．9 6．1�
69 メジャータイフーン 牝3栗 52 K．ティータン 林 正道氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 474－ 4 〃 クビ 13．6�

（香港）

11 メイショウアズミノ 牝5鹿 55 三浦 皇成松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 466＋ 81：09．0� 15．3�
710 ゼンノコリオリ 牡6鹿 57 古川 吉洋大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 468± 01：09．1クビ 17．7�
812 マジックシャトル 牡4栗 57 四位 洋文林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 502＋ 61：09．2� 9．4�
813 レッドルモンド 牡4青鹿57 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 524＋ 4 〃 クビ 4．0	
22 ワンダフルラッシュ 牝3黒鹿52 黛 弘人 �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 436＋ 4 〃 アタマ 15．2

68 アドマイヤサブリナ 牝6芦 55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 ハナ 35．6�
56 レンイングランド 牡4芦 57 藤岡 佑介田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 512－ 41：09．3クビ 3．0�
44 	 アスペンサミット 牝6鹿 55 長岡 禎仁吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 492＋ 4 〃 ハナ 25．0
33 ダンツレガリア 牡4青 57 松岡 正海山元 哲二氏 本田 優 浦河 ガーベラパー

クスタツド 448± 0 〃 ハナ 22．4�
45 イ キ オ イ 牡4鹿 57 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 446＋ 41：09．51
 30．0�
711� トーセンスパンキー 牡4栗 57 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 492－ 81：10．03 191．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，211，300円 複勝： 67，014，800円 枠連： 35，782，100円
馬連： 148，768，700円 馬単： 65，427，700円 ワイド： 73，315，000円
3連複： 222，616，800円 3連単： 322，377，400円 計： 982，513，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 240円 � 420円 � 430円 枠 連（5－6） 1，180円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 8，090円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，360円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 21，340円 3 連 単 ��� 99，660円

票 数

単勝票数 計 472113 的中 � 61721（3番人気）
複勝票数 計 670148 的中 � 83502（3番人気）� 39351（6番人気）� 38331（7番人気）
枠連票数 計 357821 的中 （5－6） 23500（3番人気）
馬連票数 計1487687 的中 �� 24189（21番人気）
馬単票数 計 654277 的中 �� 6061（37番人気）
ワイド票数 計 733150 的中 �� 12598（20番人気）�� 14041（16番人気）�� 7160（35番人気）
3連複票数 計2226168 的中 ��� 7822（88番人気）
3連単票数 計3223774 的中 ��� 2345（361番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―10．9―11．3―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―33．9―45．2―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 1，12（6，13）9，7，3，4（2，8）10－11－5 4 1，12（6，13）（9，7）（4，3）（2，8，10）－5，11

勝馬の
紹 介

ホッコーサラスター �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．10．26 京都2着

2011．4．17生 牝5鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ 19戦4勝 賞金 66，417，000円
〔制裁〕 メジャータイフーン号の騎手K．ティータンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

20036 7月16日 晴 良 （28函館2）第3日 第12競走 ��
��2，000�

が ぎ ゅ う ざ ん

臥 牛 山 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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 ロングスピーク 牡4鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 570－ 62：00．2 1．7�
33 アドマイヤアロマ 牝5栗 55 吉田 隼人近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：00．41� 10．1�
44 	 ダブルフラワー 牝4栗 55 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 494＋ 2 〃 クビ 35．1�
66 エルリストン 牡3黒鹿54 岩田 康誠�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 480± 02：00．5
 4．1�
22 カフジキング 牡3鹿 54 三浦 皇成加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 454－ 62：00．82 14．0	
88 ウォーターミリオン 牡3栗 54 菱田 裕二山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 436± 02：01．12 74．4

77 ウイングジャパン 牡4栗 57 四位 洋文池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 504＋ 62：01．95 17．3�
55 コンチャフラメンカ 牝4黒鹿55 K．ティータン 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 新冠 パカパカ

ファーム 446＋ 4 〃 クビ 5．9�
（香港）

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，520，900円 複勝： 55，897，000円 枠連： 発売なし
馬連： 69，550，100円 馬単： 45，802，700円 ワイド： 35，432，700円
3連複： 79，202，400円 3連単： 211，460，700円 計： 535，866，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 390円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 290円 �� 600円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 9，730円

票 数

単勝票数 計 385209 的中 � 175365（1番人気）
複勝票数 計 558970 的中 � 317952（1番人気）� 40511（4番人気）� 15740（7番人気）
馬連票数 計 695501 的中 �� 69963（3番人気）
馬単票数 計 458027 的中 �� 33416（4番人気）
ワイド票数 計 354327 的中 �� 34849（3番人気）�� 14771（9番人気）�� 5564（17番人気）
3連複票数 計 792024 的中 ��� 18219（12番人気）
3連単票数 計2114607 的中 ��� 15755（32番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．4―12．7―12．4―11．6―11．2―11．6―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．4―49．1―1：01．5―1：13．1―1：24．3―1：35．9―1：47．8

コーナー
通過順位

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

2
4
1，6（2，7）5，3，4－8
4，1－6（2，5）3－（8，7）

勝馬の
紹 介

ロングスピーク 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Hernando デビュー 2015．1．12 京都1着

2012．1．15生 牡4鹿 母 アルヴァーダ 母母 Lalindi 13戦2勝 賞金 29，588，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（28函館2）第3日 7月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 140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

170，600，000円
2，540，000円
8，920，000円
1，190，000円
17，290，000円
54，529，000円
3，640，000円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
297，807，200円
500，787，600円
115，556，200円
562，760，100円
328，766，700円
326，807，500円
781，045，200円
1，325，610，200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 4，239，140，700円

総入場人員 4，799名 （有料入場人員 4，175名）
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