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17025 6月24日 曇 良 （29函館1）第3日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3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
1：06．8
1：06．5

良
良

714 バ タ ラ 牡3黒鹿 56
53 ▲横山 武史杉澤 光雄氏 五十嵐忠男 新冠 川島牧場 474＋ 61：09．3 27．8�

815 ジャスティンラヴ 牝3黒鹿54 岩田 康誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 406＋ 21：09．4� 23．6�
12 ティーデュエル 牝3鹿 54 古川 吉洋深見 富朗氏 的場 均 浦河 浦河小林牧場 434＋ 2 〃 アタマ 29．2�
11 デルマオフクロサン 牝3黒鹿54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 442＋ 61：09．61� 4．6�
59 ユキエファルコン 牡3黒鹿56 菱田 裕二平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 474± 0 〃 クビ 3．3�
47 タイセイサルート 牝3青鹿54 勝浦 正樹田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 千葉飯田牧場 464＋121：09．81� 16．6�
35 ベリーグレート 牝3鹿 54 柴山 雄一栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 418－101：10．01 22．2	
612 テ ィ ラ ー ル 牝3鹿 54 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 アラキフアーム 440－ 6 〃 ハナ 14．3�
713 サツキチャン 牝3黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 西橋 豊治 新ひだか 山際牧場 412＋ 2 〃 クビ 46．0�
36 マイネルトルペード 牡3栗 56 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 422＋121：10．21� 10．3

816 ハヤブサピクシー 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 404＋141：10．3� 117．6�
24 ショウナンアルマー 牝3青鹿54 丸山 元気国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 460＋ 61：10．4� 5．4�
48 マテラグローバル 牡3黒鹿 56

55 ☆城戸 義政大野 剛嗣氏 森 秀行 浦河 高松牧場 500＋ 1 〃 クビ 120．0�
611 ブライトエピローグ 牝3栗 54 横山 和生 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 442＋ 41：10．61� 10．2�
510 ベルウッドカペラ 牡3青鹿56 吉田 隼人鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 466＋121：10．81 45．7�
23 チュウワカレント 牡3芦 56 原田 和真中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 494＋ 81：11．43� 88．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，632，800円 複勝： 28，636，500円 枠連： 11，491，700円
馬連： 40，942，100円 馬単： 19，132，100円 ワイド： 30，300，200円
3連複： 66，378，100円 3連単： 71，071，100円 計： 285，584，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，780円 複 勝 � 800円 � 740円 � 740円 枠 連（7－8） 7，090円

馬 連 �� 23，380円 馬 単 �� 63，210円

ワ イ ド �� 6，310円 �� 14，880円 �� 9，310円

3 連 複 ��� 391，990円 3 連 単 ��� 2，576，320円

票 数

単勝票数 計 176328 的中 � 5059（10番人気）
複勝票数 計 286365 的中 � 9469（11番人気）� 10321（9番人気）� 10306（10番人気）
枠連票数 計 114917 的中 （7－8） 1256（26番人気）
馬連票数 計 409421 的中 �� 1357（56番人気）
馬単票数 計 191321 的中 �� 227（129番人気）
ワイド票数 計 303002 的中 �� 1244（56番人気）�� 524（88番人気）�� 840（76番人気）
3連複票数 計 663781 的中 ��� 127（401番人気）
3連単票数 計 710711 的中 ��� 20（2395番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．1―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．8―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ タ ラ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．2．4 京都9着

2014．3．23生 牡3黒鹿 母 フォーマルアプローバル 母母 Eloquent Minister 5戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カフジリバー号・サラデコラシオン号・ステイオンザトップ号・ダーナ号・パールズベスト号
（非抽選馬） 5頭 クララフトゥーラ号・クーペオブジェミニ号・サンモントレー号・デンコウアリオン号・フィネス号

17026 6月24日 曇 良 （29函館1）第3日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

22 ティモシーブルー 牡3鹿 56 藤岡 康太中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 494－ 41：46．4 4．0�
710 ミッキースプリング 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史野田みづき氏 萩原 清 浦河 三嶋牧場 486＋ 21：47．88 12．6�
812 シンゼンキング 牡3黒鹿56 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474－ 2 〃 アタマ 12．2�
45 デアリングアイデア 牡3鹿 56 柴山 雄一宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 440－ 41：47．9� 3．8�
68 フライングゲット 牡3黒鹿56 原田 和真千明牧場 池上 昌弘 日高 千明牧場 446＋ 21：48．22 12．8�
56 ロ ゼ マ ッ ハ 牡3鹿 56 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 464－ 61：48．41� 149．0�
813 タマモサーティーン 牝3芦 54 国分 恭介タマモ	 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 490－ 61：48．61� 11．6

711 ザウォルドルフ 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 21：49．13 28．3�
44 フォルテメンテ 牡3鹿 56 丸山 元気伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 506－ 21：49．41� 29．2�
11 テーオーメーテル 牝3鹿 54 浜中 俊小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 61：49．82� 3．5
69 スリーサンウェイ 牝3黒鹿54 小林 徹弥永井商事	 目野 哲也 浦河 辻 牧場 468± 01：50．75 167．6�
57 サンチャールストン 牡3栗 56 松岡 正海 	加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ B464－ 61：51．44 20．6�
33 タ ラ ッ タ 牝3芦 54 菱田 裕二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 404± 01：52．57 108．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，630，900円 複勝： 30，761，500円 枠連： 8，273，200円
馬連： 31，998，700円 馬単： 16，032，200円 ワイド： 23，951，200円
3連複： 46，693，400円 3連単： 54，446，400円 計： 230，787，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 270円 � 310円 枠 連（2－7） 2，380円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 860円 �� 790円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 8，330円 3 連 単 ��� 41，630円

票 数

単勝票数 計 186309 的中 � 36807（3番人気）
複勝票数 計 307615 的中 � 59766（1番人気）� 26950（6番人気）� 22409（7番人気）
枠連票数 計 82732 的中 （2－7） 2694（13番人気）
馬連票数 計 319987 的中 �� 9225（13番人気）
馬単票数 計 160322 的中 �� 2174（24番人気）
ワイド票数 計 239512 的中 �� 7271（11番人気）�� 7966（9番人気）�� 3632（23番人気）
3連複票数 計 466934 的中 ��� 4200（28番人気）
3連単票数 計 544464 的中 ��� 948（148番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．5―12．9―12．3―12．8―13．3―12．4―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―30．3―43．2―55．5―1：08．3―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4F50．9―3F38．1
1
3
2，3（9，10，13）11（5，4，8）6，12，1－7
2，13（10，8，11）（3，12）4，1，9（5，7）6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ティモシーブルー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．8 京都6着

2014．2．21生 牡3鹿 母 トゥルーゴールド 母母 キャッチザゴールド 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タラッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月24日まで平地競走に出

走できない。
※ロゼマッハ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 函館競馬 第３日



17027 6月24日 曇 良 （29函館1）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （芝・右）

牝，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
1：45．7
1：43．9

良
良

59 ショウナンサザナミ 牝3鹿 54 吉田 隼人国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B424＋ 81：48．2 12．8�
35 レッドアランダ 牝3青鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 418－121：48．41� 9．2�
610 ウインクバック 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 4 〃 クビ 2．6�
58 スパイクナード 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 428＋ 41：48．5クビ 4．0�

22 ナリタトップスター 牝3黒鹿54 四位 洋文�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 386－ 81：48．81� 21．8	
712 メイショウユーコン 牝3黒鹿54 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 442± 01：48．9� 4．3

47 サンピッツバーグ 牝3鹿 54 中井 裕二 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社

ケイズ 424± 01：49．11� 35．5�
611 デルマタビダチ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：49．2� 52．8�
815 アーキタイプ 牝3鹿 54 池添 謙一下河行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 466＋20 〃 クビ 31．3�
23 キョウエイビアンコ 牝3青鹿54 菱田 裕二田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 434＋101：49．41 107．5�
34 イ セ エ ビ 牝3鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 438－141：49．82� 53．1�
713 クインズシルエット 牝3青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 416－ 2 〃 クビ 26．6�
11 ヒルノコートドール 牝3青鹿54 松岡 正海�ヒルノ 北出 成人 新ひだか 小河 豊水 434＋241：50．11� 187．9�
814 クイーンレガシー 牝3黒鹿54 柴山 雄一�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 428＋101：50．31� 160．0�
46 クィーンアリス 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也林 正道氏 武井 亮 新冠 秋田牧場 444＋ 41：50．83 265．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，728，000円 複勝： 28，695，600円 枠連： 8，657，800円
馬連： 30，595，000円 馬単： 15，205，200円 ワイド： 21，845，600円
3連複： 44，058，700円 3連単： 53，119，800円 計： 220，905，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 260円 � 250円 � 130円 枠 連（3－5） 1，270円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 8，450円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 500円 �� 630円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 46，620円

票 数

単勝票数 計 187280 的中 � 11643（5番人気）
複勝票数 計 286956 的中 � 23754（5番人気）� 25408（4番人気）� 74742（1番人気）
枠連票数 計 86578 的中 （3－5） 5262（5番人気）
馬連票数 計 305950 的中 �� 6240（11番人気）
馬単票数 計 152052 的中 �� 1348（30番人気）
ワイド票数 計 218456 的中 �� 3719（15番人気）�� 11713（4番人気）�� 9023（5番人気）
3連複票数 計 440587 的中 ��� 6698（12番人気）
3連単票数 計 531198 的中 ��� 826（145番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．0―12．2―12．2―12．4―12．3―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．6―47．8―1：00．0―1：12．4―1：24．7―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8
1
3
13（10，9）1，4（6，12）（5，11）15（2，8）（3，7）－14
13，9（10，4，12）（1，15）7（5，6，11）（2，8，14）3

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

勝馬の
紹 介

ショウナンサザナミ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．9．10 中山9着

2014．3．28生 牝3鹿 母 ブルーオアシス 母母 Humble Eight 9戦1勝 賞金 8，300，000円

17028 6月24日 晴 良 （29函館1）第3日 第4競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走11時15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
2：37．3
2：37．3

良
良

810� カスタディーヴァ 牝3白 51 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新 Windsor Park
Stud Ltd 448± 02：43．1 3．7�

67 マイネルシルバリー 牡3芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか グランド牧場 504＋ 82：43．2� 12．6�

33 ヨ シ ヒ コ 牡3黒鹿56 中井 裕二菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B482＋122：43．3� 4．5�
811 レッドラフィーネ 牝3芦 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 420± 02：43．72	 6．2�
79 ブライトクォーツ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 468－ 42：43．91
 2．8	
78 ハリウッドレーヴ 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中村 均 新冠 的場牧場 436＋ 6 〃 クビ 14．5


22 ラ ピ ュ ル テ 牝3鹿 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド 456－ 42：44．11
 27．0�

55 サトノコロネット 牡3鹿 56 柴山 雄一里見 治氏 栗田 徹 浦河 バンダム牧場 494＋122：44．73	 41．0�
11 ゴールドヘリテージ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム B454－ 22：45．12	 62．5
66 カフジジュエル 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 458－ 22：45．41� 53．1�
44 デルママイウェイ 牡3鹿 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 506＋ 62：45．5クビ 158．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，974，800円 複勝： 26，454，900円 枠連： 8，513，800円
馬連： 33，854，000円 馬単： 18，260，000円 ワイド： 22，907，300円
3連複： 41，621，000円 3連単： 64，183，000円 計： 237，768，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 240円 � 160円 枠 連（6－8） 1，220円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 840円 �� 380円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 15，330円

票 数

単勝票数 計 219748 的中 � 46651（2番人気）
複勝票数 計 264549 的中 � 45928（3番人気）� 23387（6番人気）� 46558（2番人気）
枠連票数 計 85138 的中 （6－8） 5395（6番人気）
馬連票数 計 338540 的中 �� 11552（9番人気）
馬単票数 計 182600 的中 �� 3411（16番人気）
ワイド票数 計 229073 的中 �� 6532（10番人気）�� 16433（3番人気）�� 11745（6番人気）
3連複票数 計 416210 的中 ��� 10519（10番人気）
3連単票数 計 641830 的中 ��� 3035（51番人気）

ハロンタイム 13．2―12．6―12．6―12．8―12．7―13．1―13．5―13．0―12．3―11．9―11．8―11．6―12．0

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�
13．2―25．8―38．4―51．2―1：03．9―1：17．0―1：30．5―1：43．5―1：55．8―2：07．7―2：19．5―2：31．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�カスタディーヴァ �
�
父 High Chaparral �

�
母父 Zabeel デビュー 2017．2．19 東京10着

2014．9．25生 牝3白 母 The Opera House 母母 Carmina Burana 4戦1勝 賞金 6，300，000円



17029 6月24日 晴 良 （29函館1）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時05分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：07．8

良
良

69 ア リ ア 牝2栗 54 丸山 元気樋口 稔氏 沖 芳夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474 ―1：09．7 6．5�

56 ダンツクレイオー 牝2鹿 54 池添 謙一山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 クビ 4．4�
44 ダウンタウンキラリ 牝2栗 54 蛯名 正義林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 418 ―1：09．8クビ 8．5�
68 アルマユディト 牝2黒鹿54 松岡 正海コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 486 ―1：10．01� 7．7�
33 コーラルリーフ 牝2栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 420 ― 〃 アタマ 13．9�
22 ヤマニンヌヌース 牝2鹿 54 藤岡 佑介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 418 ―1：10．1クビ 6．0	
710 チクタクボンボン 牝2栗 54 吉田 隼人
ミルファーム 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 472 ―1：10．41� 11．3�
45 スギノアルテミス 牝2鹿 54 北村 友一杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 412 ―1：10．71� 30．7�
812 ポステリタス 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 浦河 木村牧場 466 ―1：11．02 6．3
711 オ モ ウ ツ ボ 牝2鹿 54 柴山 雄一鹽田 久義氏 浅野洋一郎 えりも 能登 浩 462 ―1：11．21 89．8�
813 スズカベルモット 牝2鹿 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 むかわ 新井牧場 412 ―1：12．15 45．1�
11 カシノデジール 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 448 ―1：12．63 159．5�
57 ホ ロ ー ポ 牝2黒鹿54 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 438 ―1：13．23� 83．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，272，800円 複勝： 32，256，600円 枠連： 8，661，300円
馬連： 36，659，400円 馬単： 19，150，200円 ワイド： 23，904，700円
3連複： 50，916，500円 3連単： 60，268，200円 計： 255，089，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 160円 � 240円 枠 連（5－6） 840円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 600円 �� 960円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 24，000円

票 数

単勝票数 計 232728 的中 � 29912（4番人気）
複勝票数 計 322566 的中 � 33530（4番人気）� 60160（1番人気）� 32018（5番人気）
枠連票数 計 86613 的中 （5－6） 7918（1番人気）
馬連票数 計 366594 的中 �� 16010（5番人気）
馬単票数 計 191502 的中 �� 3833（11番人気）
ワイド票数 計 239047 的中 �� 10343（4番人気）�� 6217（12番人気）�� 9570（5番人気）
3連複票数 計 509165 的中 ��� 9849（7番人気）
3連単票数 計 602682 的中 ��� 1820（61番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．6―46．4―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア リ ア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 トワイニング 初出走

2015．4．24生 牝2栗 母 ラプターセイハート 母母 リ リ ウ ム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 オモウツボ号は，枠入り不良。

17030 6月24日 晴 良 （29函館1）第3日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
58．6
57．7

良
重

88 � モルトアレグロ 牝2青鹿54 吉田 隼人吉田 千津氏 武井 亮 米
Town And Country
Horse Farms, LLC &
Frank & Kim Taylor

468 ―1：01．6 1．4�
77 キタノナシラ 牡2鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 482 ―1：01．81� 50．2�
44 タガノアルタイル 牡2鹿 54

53 ☆	島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478 ―1：01．9
 6．9�

33 クオーレカルド 牝2黒鹿 54
52 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 萩澤 國男 422 ―1：02．0
 20．1�

66 ドッペルゲンガー 牝2栗 54 岩田 康誠松浦 快之氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 454 ―1：02．21
 11．5�
55 サンシャンペーン 牡2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 450 ―1：02．41� 80．8�
22 コパノマーボー 牡2栗 54 藤岡 佑介小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 有限会社石川牧場 468 ―1：03．25 5．3	
11 ブルベアコマツナ 牡2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 
ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか 下屋敷牧場 426 ―1：05．4大差 73．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 24，833，700円 複勝： 59，672，200円 枠連： 発売なし
馬連： 24，593，700円 馬単： 22，609，100円 ワイド： 14，978，500円
3連複： 28，087，000円 3連単： 84，113，100円 計： 258，887，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 420円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 190円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 15，500円

票 数

単勝票数 計 248337 的中 � 140305（1番人気）
複勝票数 計 596722 的中 � 483788（1番人気）� 6034（6番人気）� 29069（3番人気）
馬連票数 計 245937 的中 �� 6469（8番人気）
馬単票数 計 226091 的中 �� 4674（9番人気）
ワイド票数 計 149785 的中 �� 2954（11番人気）�� 25879（2番人気）�� 1646（16番人気）
3連複票数 計 280870 的中 ��� 6035（9番人気）
3連単票数 計 841131 的中 ��� 3934（40番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．9―24．3―36．5―48．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モルトアレグロ �

父 Speightstown �


母父 Free House 初出走

2015．2．1生 牝2青鹿 母 Mo Chuisle 母母 Visible Gold 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 コパノマーボー号は，枠入り不良・発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 コパノマーボー号は，発進が不良であったことについて発走調教再審査。



17031 6月24日 晴 良 （29函館1）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （芝・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
1：06．8
1：06．5

良
良

813� ワカコマタイヨウ 牝3黒鹿52 横山 和生島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ
スティファーム 436± 01：09．0 7．9�

33 ロイヤルメジャー 牝3鹿 52
51 ☆城戸 義政本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 450－ 2 〃 クビ 25．7�

812 ヴィーナスフローラ 牝3栗 52 岩田 康誠大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 0 〃 ハナ 6．2�

711 ネオフレグランス 牝3青鹿52 浜中 俊 �キャロットファーム 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420－ 41：09．1� 7．3�

710 ニシノエアレス 牝3栗 52
51 ☆�島 克駿西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 446＋ 41：09．2	 16．0	

69 ビービーバーレスク 牝3鹿 52 蛯名 正義�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 488± 01：09．41
 23．3

44 グリーンバシリスク 牝4栗 55

54 ☆木幡 初也石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B460± 0 〃 ハナ 32．2�
22 ヒ ル ダ 牝4栗 55 吉田 隼人吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 476＋10 〃 ハナ 3．1�
56 マ カ レ ア 牝4黒鹿 55

54 ☆坂井 瑠星 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 404－ 21：09．5クビ 14．6
45 ドゥモワゼル 牝3鹿 52 勝浦 正樹小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 436－10 〃 クビ 5．1�
11 � ツインフルムーン 牝4黒鹿55 原田 和真小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 川越ファーム 460＋ 21：09．71 33．6�
57 メイショウバーズ 牝4鹿 55 古川 吉洋松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 476＋181：10．12	 29．3�
68 ル ミ ノ ー ザ 牝3黒鹿52 北村 友一河村 祥史氏 天間 昭一 浦河 吉田 又治 454－101：10．63 132．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，760，100円 複勝： 32，282，400円 枠連： 10，101，100円
馬連： 36，560，200円 馬単： 18，316，700円 ワイド： 25，489，300円
3連複： 49，215，800円 3連単： 67，130，600円 計： 260，856，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 220円 � 780円 � 240円 枠 連（3－8） 5，110円

馬 連 �� 12，970円 馬 単 �� 19，130円

ワ イ ド �� 3，640円 �� 850円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 24，520円 3 連 単 ��� 160，620円

票 数

単勝票数 計 217601 的中 � 21774（5番人気）
複勝票数 計 322824 的中 � 41702（3番人気）� 8819（10番人気）� 37854（4番人気）
枠連票数 計 101011 的中 （3－8） 1529（17番人気）
馬連票数 計 365602 的中 �� 2184（41番人気）
馬単票数 計 183167 的中 �� 718（71番人気）
ワイド票数 計 254893 的中 �� 1763（48番人気）�� 8046（9番人気）�� 1942（41番人気）
3連複票数 計 492158 的中 ��� 1505（92番人気）
3連単票数 計 671306 的中 ��� 303（547番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．7―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―46．0―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワカコマタイヨウ �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 リアルシヤダイ

2014．4．10生 牝3黒鹿 母 トーセンエール 母母 エールノーザン 5戦1勝 賞金 8，600，000円
地方デビュー 2016．6．7 大井

17032 6月24日 晴 良 （29函館1）第3日 第8競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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

68 � ヨ ン カ ー 	4芦 57 柴山 雄一吉田 和美氏 和田正一郎 米
Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

544－10 58．1 2．4�
44 トルシュローズ 牝4栗 55 国分 恭介�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 458＋ 2 59．05 6．4�
710 マコトパパヴェロ 牝3栗 52 丹内 祐次�ディアマント 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 482＋12 〃 クビ 22．0�
79 ボストンビリーヴ 牝7栗 55

54 ☆坂井 瑠星ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 470－ 4 59．21
 24．0�
812� グレートブレス 牡5栗 57

56 ☆城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 514± 0 59．3
 10．7	

55 サノノショウグン 牡3栗 54
53 ☆木幡 初也佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 448＋ 2 59．51� 7．4


33 � イ ズ モ 牡5栗 57
56 ☆小崎 綾也田畑 利彦氏 小崎 憲 米 Clearsky

Farms 476＋ 4 59．71� 15．6�
811 パセンジャーシップ 牝5芦 55 浜中 俊吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 492－ 4 59．91
 17．4�
11 ハ ネ ト 牝4鹿 55 黛 弘人矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 462＋101：00．0クビ 138．0
22 プリンシアラッテオ 牝4青鹿55 菱田 裕二芳川 貴行氏 高橋 文雅 浦河 高村牧場 B476＋ 81：00．42
 80．4�
67 ミ デ ィ 牝4鹿 55

53 △井上 敏樹窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 432－ 41：00．5クビ 39．4�
56 � ジングルベルロック 牝4青鹿55 北村 友一吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mme Elisa-

beth Vidal 454＋ 6 〃 クビ 4．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，875，300円 複勝： 35，170，200円 枠連： 12，331，300円
馬連： 46，506，000円 馬単： 24，658，300円 ワイド： 32，650，100円
3連複： 63，209，600円 3連単： 84，750，800円 計： 325，151，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 160円 � 510円 枠 連（4－6） 790円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，000円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 7，720円 3 連 単 ��� 24，790円

票 数

単勝票数 計 258753 的中 � 83902（1番人気）
複勝票数 計 351702 的中 � 74450（1番人気）� 63719（2番人気）� 12393（9番人気）
枠連票数 計 123313 的中 （4－6） 11987（2番人気）
馬連票数 計 465060 的中 �� 45249（2番人気）
馬単票数 計 246583 的中 �� 14072（2番人気）
ワイド票数 計 326501 的中 �� 23050（3番人気）�� 8134（13番人気）�� 3205（30番人気）
3連複票数 計 632096 的中 ��� 6140（27番人気）
3連単票数 計 847508 的中 ��� 2478（79番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．7―46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．9
3 ・（4，8）10（2，7，11）（5，12）（1，6）9，3 4 ・（4，8）10－（2，7）（5，11）（1，12）6（3，9）

勝馬の
紹 介

�ヨ ン カ ー �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Put It Back デビュー 2015．11．14 東京2着

2013．3．26生 	4芦 母 Back in the Shade 母母 Shady Mist 10戦3勝 賞金 34，698，000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。
（非当選馬） 2頭 イアペトス号・セイウンアワード号
（非抽選馬） 1頭 アヴェーヌモン号



17033 6月24日 晴 良 （29函館1）第3日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

33 ハイランドピーク 牡3青鹿54 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 450－ 21：45．2 2．0�

66 メイショウエイコウ 牡3鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 442－ 21：45．94 2．6�
44 メイショウカマクラ 牡4青鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 528－ 41：46．22 11．2�
810 メ ガ フ レ ア 牡3黒鹿54 藤岡 康太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 474＋ 21：46．3� 7．4�
55 ショウブニデル 牡3青鹿54 池添 謙一小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 496－ 21：46．4� 22．4�
78 � アマレッティ 牝5栗 55

52 ▲横山 武史 	キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 21：46．71� 39．3


77 プッシュアゲン 牡4栗 57
56 ☆坂井 瑠星浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 500± 01：47．23 28．2�

22 � サンマルクラウン 牡4鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 468－ 8 〃 アタマ 138．4�
89 ステイリッチ 	5栗 57 菱田 裕二宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－141：47．83� 53．7
11 � アポロリュウセイ 牡4栗 57 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 500＋ 61：50．5大差 56．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，090，300円 複勝： 40，278，400円 枠連： 9，428，800円
馬連： 49，371，200円 馬単： 31，197，600円 ワイド： 30，569，700円
3連複： 62，335，900円 3連単： 121，656，900円 計： 375，928，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（3－6） 220円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 130円 �� 290円 �� 270円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 1，480円

票 数

単勝票数 計 310903 的中 � 124207（1番人気）
複勝票数 計 402784 的中 � 162156（1番人気）� 104512（2番人気）� 34122（4番人気）
枠連票数 計 94288 的中 （3－6） 32176（1番人気）
馬連票数 計 493712 的中 �� 184704（1番人気）
馬単票数 計 311976 的中 �� 64810（1番人気）
ワイド票数 計 305697 的中 �� 82422（1番人気）�� 21217（4番人気）�� 23397（3番人気）
3連複票数 計 623359 的中 ��� 93671（1番人気）
3連単票数 計1216569 的中 ��� 59517（2番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．0―12．6―12．5―12．3―12．4―12．3―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．9―42．5―55．0―1：07．3―1：19．7―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイランドピーク �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2016．8．27 新潟15着

2014．5．16生 牡3青鹿 母 ハイランドダンス 母母 ル カ ダ ン ス 6戦2勝 賞金 19，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロリュウセイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月24日まで平地競

走に出走できない。

17034 6月24日 晴 良 （29函館1）第3日 第10競走 ��
��2，000�

ゆ の か わ

湯 川 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

57 アドマイヤメテオ �6青鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454－ 42：00．4 14．9�
11 フォーラウェイ 牡4鹿 57 松岡 正海 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448－ 22：00．61	 5．1�
45 ロードキング 牡4鹿 57 岩田 康誠市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B474－ 8 〃 クビ 13．1�
711 オリエントワークス 牝4鹿 55 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 488＋22 〃 アタマ 7．1�
33 コスモレティクルム 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 454± 0 〃 ハナ 49．5	
813 ミッキーディナシー 牝4黒鹿55 北村 友一野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 412－ 42：00．81 25．9

69 ヤマニンリュウセイ 牡4栗 57 丸山 元気土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 476＋ 2 〃 ハナ 4．5�
46 ホットファイヤー 牡4鹿 57 国分 恭介西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 462± 0 〃 ハナ 18．5�
58 ブライティアスター 牝6黒鹿55 柴山 雄一小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 460± 0 〃 アタマ 27．7
712 エスケークラウン 牡3青 54 池添 謙一菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 B484－10 〃 クビ 11．6�
610 ファントムグレイ 牡4芦 57 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 432－ 62：00．9クビ 15．5�
814 ホウオウドリーム 牡3鹿 54 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞
湖 レイクヴィラファーム 492－ 82：01．11	 4．2�
34 メイショウアンカー �4黒鹿57 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 506＋ 62：01．31	 56．5�
22 � ダディーズギフト �6鹿 57 浜中 俊田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 420－122：03．4大差 224．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，839，900円 複勝： 51，107，000円 枠連： 18，240，800円
馬連： 74，072，000円 馬単： 34，352，800円 ワイド： 44，544，600円
3連複： 112，116，700円 3連単： 128，698，100円 計： 495，971，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 340円 � 200円 � 320円 枠 連（1－5） 2，270円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 8，150円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，880円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 10，180円 3 連 単 ��� 60，350円

票 数

単勝票数 計 328399 的中 � 17620（7番人気）
複勝票数 計 511070 的中 � 36245（7番人気）� 77819（2番人気）� 38769（5番人気）
枠連票数 計 182408 的中 （1－5） 6214（13番人気）
馬連票数 計 740720 的中 �� 18446（10番人気）
馬単票数 計 343528 的中 �� 3159（36番人気）
ワイド票数 計 445446 的中 �� 10916（9番人気）�� 5950（27番人気）�� 11560（8番人気）
3連複票数 計1121167 的中 ��� 8254（35番人気）
3連単票数 計1286981 的中 ��� 1546（210番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―35．5―48．4―1：01．3―1：13．5―1：25．5―1：37．1―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9
1
3
12（2，9）（5，8）（6，14）（7，11）（1，13）（3，10）4
12（2，9，11，1）（5，8，14）（6，7，13）（3，10）4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤメテオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．5 京都1着

2011．2．1生 �6青鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 18戦2勝 賞金 37，002，000円



17035 6月24日 晴 良 （29函館1）第3日 第11競走 ��
��1，700�

おおぬま

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

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

58 テイエムジンソク 牡5芦 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム
牧場株式会社 488－ 21：42．8 2．4�

33 ダノングッド 牡5栗 56 小崎 綾也�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B518＋ 71：43．54 37．0�
46 メイショウスミトモ 牡6鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474－ 61：43．6� 8．7�
34 モズライジン 牡5芦 56 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 474＋ 21：43．7	 24．3�
45 リーゼントロック 牡6黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 528＋ 21：44．01	 6．5�
712 トップディーヴォ 牡5鹿 56 四位 洋文	コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 B476－141：44．21� 17．5

22 タガノエスプレッソ 牡5鹿 57 北村 友一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋ 21：44．41
 7．8�
610 スズカリバー 牡5鹿 56 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B496＋101：44．61
 25．0�
11 ジェベルムーサ 牡7鹿 58 岩田 康誠 	キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 566± 0 〃 クビ 7．8
57 ナリタハリケーン 牡8鹿 56 藤岡 康太�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 81：44．7クビ 93．9�
711 ヨヨギマック 牡6栗 56 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 504＋ 61：45．12� 32．9�
69 ディアドムス 牡5鹿 56 柴山 雄一ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B494－101：45．84 78．5�
813 ショウナンアポロン 牡7鹿 59 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B508－ 61：46．01� 44．7�
814 マイティティー 牝5鹿 54 池添 謙一五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476＋121：48．3大差 13．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 60，189，600円 複勝： 101，702，500円 枠連： 39，768，600円
馬連： 195，000，800円 馬単： 76，290，900円 ワイド： 99，905，800円
3連複： 284，581，500円 3連単： 370，428，400円 計： 1，227，868，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 850円 � 250円 枠 連（3－5） 1，900円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 460円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 12，760円 3 連 単 ��� 40，860円

票 数

単勝票数 計 601896 的中 � 199521（1番人気）
複勝票数 計1017025 的中 � 286892（1番人気）� 21161（11番人気）� 92689（5番人気）
枠連票数 計 397686 的中 （3－5） 16173（8番人気）
馬連票数 計1950008 的中 �� 30606（18番人気）
馬単票数 計 762909 的中 �� 8440（27番人気）
ワイド票数 計 999058 的中 �� 13277（19番人気）�� 61221（2番人気）�� 5656（48番人気）
3連複票数 計2845815 的中 ��� 16720（45番人気）
3連単票数 計3704284 的中 ��� 6572（136番人気）

ハロンタイム 6．8―10．5―11．1―11．7―12．5―12．8―12．5―12．6―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．3―28．4―40．1―52．6―1：05．4―1：17．9―1：30．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．4
1
3
3（10，14）8－（5，13）－（6，12）－2（1，11）－（7，9）4
3，10（5，8）（6，14，12，4）（7，13）（11，9，1，2）

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

勝馬の
紹 介

テイエムジンソク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．3．21 阪神6着

2012．4．21生 牡5芦 母 マイディスカバリー 母母 マイグリーン 20戦6勝 賞金 133，798，000円
〔発走状況〕 リーゼントロック号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイティティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月24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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イースターパレード号・サクラエール号・ダンツプリウス号・トミケンユークアイ号

17036 6月24日 晴 良 （29函館1）第3日 第12競走 ��
��1，200�

お し ゃ ま ん べ

長 万 部 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

44 � ミスドバウィ 牝4鹿 55 吉田 隼人林 正道氏 斎藤 誠 英 Sir Eric
Parker 478－ 81：08．9 3．4�

22 ポップシンガー 牝3鹿 52 丹内 祐次村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 458＋ 41：09．11	 27．4�
11 コロラトゥーレ 牝3鹿 52 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 442± 0 〃 クビ 2．1�
89 
 フレンチイデアル 牡4鹿 57 藤岡 佑介杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 504－ 21：09．31� 4．3�
55 グロワールシチー 牡3鹿 54 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 464＋ 41：09．51� 6．9�
77 クリノスイートピー 牝5黒鹿55 井上 敏樹栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 440－ 6 〃 ハナ 32．4	
66 カゼノシッポ 牝4栗 55 柴山 雄一
酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 B432± 01：09．6� 69．7�
33 スミレタンポポ 牝5鹿 55 横山 和生海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 420－101：09．81� 145．0�
88 ビリーヴザワン 6鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 2 〃 アタマ 44．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，030，100円 複勝： 36，116，200円 枠連： 12，348，600円
馬連： 71，826，100円 馬単： 45，383，800円 ワイド： 37，624，700円
3連複： 89，851，200円 3連単： 209，683，200円 計： 548，863，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 290円 � 110円 枠 連（2－4） 3，630円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 920円 �� 160円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 14，040円

票 数

単勝票数 計 460301 的中 � 107260（2番人気）
複勝票数 計 361162 的中 � 80417（2番人気）� 18431（6番人気）� 116280（1番人気）
枠連票数 計 123486 的中 （2－4） 2630（11番人気）
馬連票数 計 718261 的中 �� 13936（11番人気）
馬単票数 計 453838 的中 �� 6104（17番人気）
ワイド票数 計 376247 的中 �� 8471（12番人気）�� 78196（1番人気）�� 10275（9番人気）
3連複票数 計 898512 的中 ��� 31893（6番人気）
3連単票数 計2096832 的中 ��� 10824（46番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．6―11．5―11．2―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．1―46．6―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．8
3 2，4（1，8）（5，7，9）（3，6） 4 2（4，8）（1，5，9）7（3，6）

勝馬の
紹 介

�ミスドバウィ �
�
父 Dubawi �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2016．2．27 中山5着

2013．5．9生 牝4鹿 母 Coyote 母母 Caramba 15戦3勝 賞金 42，593，000円



（29函館1）第3日 6月24日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 148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
厩務員出走奨励金

189，450，000円
2，530，000円
11，460，000円
1，390，000円
20，920，000円
58，492，000円
3，848，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
342，858，300円
503，134，000円
147，817，000円
671，979，200円
340，588，900円
408，671，700円
939，065，400円
1，369，549，600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 4，723，664，100円

総入場人員 6，007名 （有料入場人員 5，286名）
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