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17037 6月25日 曇 良 （29函館1）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50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
1：06．8
1：06．5

良
良

24 トウカイレーヌ 牝3青 54 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 420＋ 81：09．7 7．0�
47 ブラウンローズ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 450＋ 6 〃 クビ 2．4�
59 サンマルペンダント 牝3栗 54 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 436＋16 〃 ハナ 106．8�
714 ダーリンガール 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 464＋16 〃 アタマ 13．3�
611 パッションチカ 牝3鹿 54 国分 恭介冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 426＋101：10．01� 72．2�
12 ユウギリジョウ 牝3黒鹿54 柴山 雄一河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 446－ 4 〃 アタマ 9．1	
35 ジ ュ ー ン 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也�和田牧場 和田 正道 新ひだか 桑嶋 峰雄 418＋10 〃 ハナ 113．5

815 ハイヤーアプシス 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 408± 01：10．1� 5．3�
48 コパカバーナ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 490＋ 81：10．2� 19．6�
510 ノアスパーク 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星佐山 公男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 21：10．3� 45．2
612 グローリファイ 牝3栗 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 4 〃 ハナ 79．8�
816 サンエリザベス 牝3鹿 54 古川 吉洋 �加藤ステーブル 竹内 正洋 日高 有限会社

ケイズ 444＋ 41：10．51� 50．1�
713 ブ ラ ー ゼ ン 牝3鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 426＋ 6 〃 ハナ 19．6�
11 メイショウワンモア 牝3鹿 54 藤岡 康太松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 454－ 41：10．6� 8．1�
23 リ ア ン ノ ン 牝3栗 54 菱田 裕二森田 藤治氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 390 ―1：10．81� 180．0�
36 マ ラ デ ボ ワ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 初也大野 富生氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 420－ 21：10．9クビ 86．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，458，200円 複勝： 26，401，900円 枠連： 11，598，900円
馬連： 41，154，900円 馬単： 20，515，200円 ワイド： 27，159，500円
3連複： 61，923，400円 3連単： 71，177，900円 計： 278，389，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 140円 � 1，400円 枠 連（2－4） 970円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 410円 �� 6，750円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 15，480円 3 連 単 ��� 111，210円

票 数

単勝票数 計 184582 的中 � 20932（3番人気）
複勝票数 計 264019 的中 � 31055（3番人気）� 64351（1番人気）� 3323（14番人気）
枠連票数 計 115989 的中 （2－4） 9179（5番人気）
馬連票数 計 411549 的中 �� 35464（2番人気）
馬単票数 計 205152 的中 �� 7864（6番人気）
ワイド票数 計 271595 的中 �� 19170（2番人気）�� 964（58番人気）�� 2233（32番人気）
3連複票数 計 619234 的中 ��� 3000（47番人気）
3連単票数 計 711779 的中 ��� 464（323番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．7―12．1―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．4―46．5―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイレーヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．3 中山6着

2014．4．23生 牝3青 母 トウカイミステリー 母母 タイキミステリー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

17038 6月25日 曇 良 （29函館1）第4日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時15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
57．7
56．9

重
重

44 スカイソング 牝3芦 54 松岡 正海西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 466－ 2 59．6 9．1�

710 クリノレオノール 牝3鹿 54
53 ☆城戸 義政栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 434＋ 2 〃 クビ 43．7�

67 シゲルヒョウ 牡3鹿 56
54 △井上 敏樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B476± 01：00．02� 17．0�

55 カズマデプレシャン 牡3黒鹿56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B488＋141：00．74 5．4�
33 パイオニアワーク 牡3鹿 56 菱田 裕二海谷 幸司氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 490＋ 4 〃 クビ 56．1�
68 サンデュランゴ 牝3栗 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 472＋ 6 〃 ハナ 5．8	
22 カツノシックスス 牡3鹿 56 柴山 雄一勝野産業
 伊藤 伸一 新ひだか 西村 和夫 434± 01：00．91	 3．8�
812 ノボミリオンヌ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 440－101：01．21
 6．9�
56 ビートフォルテ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 474－241：01．3� 27．7
79 ディアユリアザミ 牝3鹿 54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B474± 01：01．4� 11．3�
811 ユトリチャン 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 406± 01：01．61� 7．9�
11 エボニーアイボリー 牝3黒鹿54 吉田 隼人 
いとはんホール

ディングス 田中 剛 千歳 社台ファーム 424－10 （競走中止） 31．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，357，800円 複勝： 31，887，500円 枠連： 8，505，900円
馬連： 38，545，400円 馬単： 18，236，600円 ワイド： 24，951，200円
3連複： 54，004，100円 3連単： 63，571，000円 計： 261，059，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 320円 � 1，150円 � 560円 枠 連（4－7） 4，380円

馬 連 �� 13，030円 馬 単 �� 23，540円

ワ イ ド �� 3，250円 �� 2，270円 �� 8，170円

3 連 複 ��� 66，280円 3 連 単 ��� 303，210円

票 数

単勝票数 計 213578 的中 � 18674（6番人気）
複勝票数 計 318875 的中 � 29079（5番人気）� 6633（11番人気）� 14689（8番人気）
枠連票数 計 85059 的中 （4－7） 1505（16番人気）
馬連票数 計 385454 的中 �� 2291（43番人気）
馬単票数 計 182366 的中 �� 581（81番人気）
ワイド票数 計 249512 的中 �� 1983（39番人気）�� 2869（31番人気）�� 778（57番人気）
3連複票数 計 540041 的中 ��� 611（154番人気）
3連単票数 計 635710 的中 ��� 152（774番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―34．7―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカイソング �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 One Cool Cat デビュー 2017．1．29 東京5着

2014．5．2生 牝3芦 母 ベコニングキャット 母母 Galapagar 7戦1勝 賞金 10，150，000円
〔発走状況〕 エボニーアイボリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 エボニーアイボリー号は，発走合図直後に発馬機内で立上り，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エボニーアイボリー号は，平成29年6月26日から平成29年7月25日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※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 タイセイモーション号・メイショウカリナン号・ユメノカガヤキ号・ライバーバード号

第１回 函館競馬 第４日



17039 6月25日 晴 良 （29函館1）第4日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45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 サンライズフォルテ 牡3黒鹿56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 480－ 61：47．5 27．8�
34 レッドクライム 牡3栗 56 北村 友一 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 466－ 21：47．82 4．1�
711 メイショウソリッド 牡3黒鹿56 柴山 雄一松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 村下 明博 492＋ 61：47．9� 34．3�
45 ハ レ カ イ 牡3栗 56 勝浦 正樹�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 21：48．11� 11．6�
46 ペイシャオブワキア 牝3鹿 54 黛 弘人北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 450＋ 81：48．2クビ 5．0�
610 メイショウスイグン 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：48．52 13．6	
814 キョウワベルナルド 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿
協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 460＋ 61：48．7� 22．9�
11 アーチザスカイ 牡3栗 56 荻野 琢真 �グリーンファーム中村 均 新ひだか 前田ファーム 518＋ 61：49．55 17．9�
712 ア ン ジ ー 牝3栗 54 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡部牧場 B468＋ 81：49．6� 173．2
69 ハクシュカッサイ 牡3栗 56

54 △井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 416－ 61：50．55 120．4�
813 ト ダ メ チ ャ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介名古屋友豊� 木原 一良 新冠 松浦牧場 450－101：51．03 81．5�
57 サンキャッチャー 牝3黒鹿54 菱田 裕二 
日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 466＋ 41：52．38 2．2�
58 バ イ ア ウ ト 牡3鹿 56 小林 徹弥 
社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム 462＋ 21：53．910 136．1�

（13頭）
33 ドナアブディアス 牡3鹿 56 吉田 隼人 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，964，500円 複勝： 32，514，600円 枠連： 9，658，000円
馬連： 34，809，900円 馬単： 18，327，400円 ワイド： 25，814，200円
3連複： 47，704，200円 3連単： 62，426，800円 計： 251，219，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，780円 複 勝 � 610円 � 200円 � 750円 枠 連（2－3） 4，700円

馬 連 �� 5，590円 馬 単 �� 15，670円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 6，520円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 36，280円 3 連 単 ��� 325，600円

票 数

単勝票数 差引計 199645（返還計 5636） 的中 � 5727（8番人気）
複勝票数 差引計 325146（返還計 8485） 的中 � 12385（8番人気）� 52144（2番人気）� 9953（9番人気）
枠連票数 差引計 96580（返還計 1737） 的中 （2－3） 1591（16番人気）
馬連票数 差引計 348099（返還計 31654） 的中 �� 4826（16番人気）
馬単票数 差引計 183274（返還計 16058） 的中 �� 877（41番人気）
ワイド票数 差引計 258142（返還計 21471） 的中 �� 4532（16番人気）�� 998（41番人気）�� 3590（20番人気）
3連複票数 差引計 477042（返還計 76575） 的中 ��� 986（78番人気）
3連単票数 差引計 624268（返還計107795） 的中 ��� 139（513番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．0―42．9―56．1―1：08．6―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．9
1
3
6（7，11）－9，2，13（4，14）（1，12）（5，10）＝8
6（11，14）2，7－（4，13，10）－1（9，12）5＝8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズフォルテ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．4．8 阪神6着

2014．5．12生 牡3黒鹿 母 シャイニングアレキ 母母 シャイニンレーサー 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 ドナアブディアス号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 サンキャッチャー号の騎手菱田裕二は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：10番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バイアウト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月25日まで平地競走に

出走できない。

17040 6月25日 晴 良 （29函館1）第4日 第4競走 ��1，800�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
1：45．7
1：43．9

良
良

12 メイショウサワカゼ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 434＋ 21：47．5 28．7�
23 ブリシンガメン 牝3栗 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 450－ 41：47．6� 21．6�
48 ショウナンサニー 牡3鹿 56 北村 友一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 478－ 41：47．91� 5．3�
24 コスモメイプル 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 468± 0 〃 アタマ 11．7�
47 スマートサクソン 牝3芦 54 四位 洋文大川 徹氏 浅見 秀一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 484－ 2 〃 クビ 20．9�

36 ブルースカイハーツ 牡3黒鹿56 松岡 正海 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 442－ 41：48．11� 4．3


611 ジャガーゲイム �3栗 56 黛 弘人山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 422－ 6 〃 クビ 87．6�
816 モズアムール 牝3鹿 54 藤岡 康太 	キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 B450－ 81：48．2クビ 11．1�
35 ソーシャライツ 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 ハナ 49．7
713 エ ー ル �3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星	ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ B430－12 〃 ハナ 5．2�

59 バプティシア 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也 	ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 434＋ 4 〃 クビ 6．5�

612 ディープスピリッツ 牡3鹿 56 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 444－ 21：48．41� 71．4�
714 フィーリングハート 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 61：48．61� 8．9�

510 トミケンリディカ 牝3鹿 54
52 △井上 敏樹冨樫 賢二氏 大和田 成 新冠 スカイビーチステーブル 408± 01：48．81� 48．7�

815 ラブパレード 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 武史田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 酒井 秀紀 458± 01：50．07 78．2�

（15頭）
11 ボヌールバトー 牝3黒鹿54 柴山 雄一�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 426± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，943，400円 複勝： 30，097，700円 枠連： 13，052，400円
馬連： 33，575，400円 馬単： 15，549，800円 ワイド： 23，547，500円
3連複： 42，182，500円 3連単： 48，083，000円 計： 225，031，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 730円 � 620円 � 180円 枠 連（1－2） 2，740円

馬 連 �� 26，680円 馬 単 �� 49，200円

ワ イ ド �� 6，830円 �� 2，280円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 49，740円 3 連 単 ��� 332，000円

票 数

単勝票数 差引計 189434（返還計 21832） 的中 � 5266（10番人気）
複勝票数 差引計 300977（返還計 33596） 的中 � 8986（10番人気）� 10843（9番人気）� 58866（1番人気）
枠連票数 差引計 130524（返還計 1040） 的中 （1－2） 3684（15番人気）
馬連票数 差引計 335754（返還計 86011） 的中 �� 975（64番人気）
馬単票数 差引計 155498（返還計 37954） 的中 �� 237（131番人気）
ワイド票数 差引計 235475（返還計 63792） 的中 �� 876（62番人気）�� 2689（29番人気）�� 2607（30番人気）
3連複票数 差引計 421825（返還計192715） 的中 ��� 636（154番人気）
3連単票数 差引計 480830（返還計211060） 的中 ��� 105（969番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―12．0―12．4―12．3―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．4―47．4―59．8―1：12．1―1：23．9―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウサワカゼ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．1．14 京都8着

2014．5．9生 牡3鹿 母 メイショウコブシ 母母 ステイトリースター 8戦1勝 賞金 7，050，000円
〔競走除外〕 ボヌールバトー号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 パムッカレ号



17041 6月25日 晴 良 （29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
1：09．2
1：07．8

良
良

77 � デルマキセキ 牝2鹿 54 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie
Bloodstock 464 ―1：10．4 2．7�

44 タイセイアベニール 牡2鹿 54 菱田 裕二田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 446 ― 〃 ハナ 15．1�
55 ティーカラット 牡2黒鹿54 松岡 正海深見 富朗氏 池添 兼雄 日高 戸川牧場 484 ― 〃 ハナ 11．5�
33 � ラスエモーショネス 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 470 ― 〃 ハナ 6．3�
89 クイーンディアス 牝2鹿 54 黛 弘人加藤 義久氏 黒岩 陽一 新ひだか カタオカフアーム 438 ―1：10．71	 9．1�
88 マイネルアンドゥミ 牡2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 420 ―1：10．91
 35．7	

11 ヤマノグラップル 牡2青鹿54 蛯名 正義澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 ハナ 17．0

22 ビコーズオブユー 牡2栗 54 吉田 隼人前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486 ― 〃 アタマ 3．2�
66 アーコサンティ 牝2青鹿 54

52 △井上 敏樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 長田ファーム 458 ―1：12．28 97．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 24，541，000円 複勝： 25，265，100円 枠連： 6，429，400円
馬連： 35，729，000円 馬単： 23，909，500円 ワイド： 21，060，400円
3連複： 44，141，800円 3連単： 83，659，800円 計： 264，736，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 230円 � 260円 枠 連（4－7） 1，590円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 550円 �� 710円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 15，750円

票 数

単勝票数 計 245410 的中 � 75259（1番人気）
複勝票数 計 252651 的中 � 79198（1番人気）� 22158（5番人気）� 19382（6番人気）
枠連票数 計 64294 的中 （4－7） 3127（6番人気）
馬連票数 計 357290 的中 �� 19709（5番人気）
馬単票数 計 239095 的中 �� 8385（7番人気）
ワイド票数 計 210604 的中 �� 10132（6番人気）�� 7620（10番人気）�� 3634（18番人気）
3連複票数 計 441418 的中 ��� 8470（18番人気）
3連単票数 計 836598 的中 ��� 3851（57番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．2―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―34．7―46．6―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�デルマキセキ 
�
父 Scat Daddy 

�
母父 Night Shift 初出走

2015．3．2生 牝2鹿 母 Tashawak 母母 Dedicated Lady 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ラスエモーショネス号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

17042 6月25日 晴 良 （29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 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
1：57．8
1：56．1

良
良

55 カフジブレイブ 牡3青鹿56 藤岡 佑介加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 476± 02：00．3 5．6�
67 シ ン デ ン 牡3鹿 56 木幡 初広ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 476－ 22：00．51� 2．0�
33 メイプルストロング 牡3鹿 56 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 500± 02：00．71� 4．7�
710 ノルナゲスト 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 19．2�
11 ルックアットミー 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 458± 02：00．8クビ 13．2�
56 コスモヴァーズ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 22：00．9� 10．5	
68 シルクドレス 牝3栗 54 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 82：01．32� 20．5

812 パ ム ッ カ レ 牡3栗 56 中井 裕二 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 462± 02：01．51� 33．5�
811 セイウンニジョーズ 牡3栗 56 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 千歳 社台ファーム 434－ 42：02．03 70．1
79 アフロディーテ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史近藤 英子氏 寺島 良 登別 青藍牧場 424＋12 〃 ハナ 162．1�
44 ア モ ー レ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿大塚 亮一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B440－ 42：02．1クビ 199．0�
22 コンフォルツァ 牡3黒鹿56 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 492＋102：02．84 16．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，194，100円 複勝： 28，511，600円 枠連： 8，815，500円
馬連： 35，502，100円 馬単： 20，313，600円 ワイド： 24，187，100円
3連複： 49，679，100円 3連単： 78，027，900円 計： 268，231，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 150円 � 110円 � 150円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 240円 �� 400円 �� 250円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 4，990円

票 数

単勝票数 計 231941 的中 � 32610（3番人気）
複勝票数 計 285116 的中 � 42449（2番人気）� 86143（1番人気）� 42076（3番人気）
枠連票数 計 88155 的中 （5－6） 17577（1番人気）
馬連票数 計 355021 的中 �� 42300（2番人気）
馬単票数 計 203136 的中 �� 10179（5番人気）
ワイド票数 計 241871 的中 �� 26921（1番人気）�� 13638（4番人気）�� 26063（2番人気）
3連複票数 計 496791 的中 ��� 45246（1番人気）
3連単票数 計 780279 的中 ��� 11315（7番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．7―12．1―12．3―12．3―12．4―12．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―34．9―47．0―59．3―1：11．6―1：24．0―1：36．3―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジブレイブ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．7．3 中京9着

2014．1．31生 牡3青鹿 母 サンキュースマイル 母母 スマイルトゥモロー 6戦1勝 賞金 7，050，000円
※パムッカレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17043 6月25日 晴 良 （29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 （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

34 アルティマウェポン 牝4栗 55 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 472＋ 21：47．2 9．9�
712 アルセナーレ 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 522＋ 21：47．3� 3．1�
610 ノーブルスノー 牝4芦 55 吉田 隼人吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 484－ 81：47．4� 10．0�
57 オースミハナチャン 牝4栗 55 国分 恭介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 474± 01：47．5� 134．8�
45 ビ ッ ザ ー ロ 牝3鹿 52 蛯名 正義�ラ・メール 奥村 武 浦河 大島牧場 542± 01：47．6クビ 3．9�
46 ジュアンマリエ 牝4栗 55

53 △井上 敏樹 �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 448－ 8 〃 ハナ 20．7	

69 ワンダーハイーニャ 牝6鹿 55 古川 吉洋山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 474＋18 〃 クビ 62．7

711 シャンタルエット 牝5鹿 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：47．7� 17．1�
33 ア グ ネ ッ タ 牝4鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B462± 01：47．8� 17．7
22 メイショウナゴミ 牝5青鹿 55

54 ☆坂井 瑠星松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 454－121：47．9� 13．9�
11 サ ル タ ー ト 牝3栗 52 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 444± 01：48．21� 52．1�
58 トリプライト 牝4鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B458＋ 8 〃 クビ 5．9�
814 アイルーロス 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 青森 諏訪牧場 464＋ 2 〃 ハナ 46．6�
813 デフィニール 牝4鹿 55

54 ☆�島 克駿 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B476＋ 41：49．26 79．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，972，400円 複勝： 36，364，100円 枠連： 11，566，800円
馬連： 41，316，100円 馬単： 20，660，800円 ワイド： 29，782，100円
3連複： 60，907，700円 3連単： 76，518，400円 計： 300，088，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 140円 � 240円 枠 連（3－7） 820円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，490円 �� 560円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 26，640円

票 数

単勝票数 計 229724 的中 � 18530（4番人気）
複勝票数 計 363641 的中 � 27284（5番人気）� 86585（1番人気）� 34086（4番人気）
枠連票数 計 115668 的中 （3－7） 10860（2番人気）
馬連票数 計 413161 的中 �� 18700（5番人気）
馬単票数 計 206608 的中 �� 3986（12番人気）
ワイド票数 計 297821 的中 �� 12023（5番人気）�� 4849（19番人気）�� 14197（4番人気）
3連複票数 計 609077 的中 ��� 9519（12番人気）
3連単票数 計 765184 的中 ��� 2082（70番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．7―13．0―13．0―12．2―12．4―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―31．1―44．1―57．1―1：09．3―1：21．7―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

アルティマウェポン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．2．20 京都2着

2013．4．25生 牝4栗 母 レインボーアーチ 母母 エキストラグリーン 6戦3勝 賞金 23，150，000円

17044 6月25日 晴 良 （29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
1：06．8
1：06．5

良
良

33 イ ア ペ ト ス 牡5鹿 57 松岡 正海�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 486－ 21：08．6 21．4�
22 ショウナンアヴィド 牡4青鹿57 蛯名 正義�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B488＋ 6 〃 アタマ 4．7�
56 ケ ル ベ ロ ス 牡4黒鹿57 中井 裕二菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 450－ 21：08．81� 4．0�
79 サウンドドゥイット 牡5鹿 57 丸山 元気増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 454－ 41：08．9� 6．1�
812 ポルボローネ 牝5栗 55

53 △井上 敏樹小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 444－ 4 〃 アタマ 25．9�
67 ティーエスバラ 牡5鹿 57 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 516－ 21：09．11� 21．8	
68 ゼ セ ル 牡3鹿 54 柴山 雄一杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 480＋ 41：09．31� 3．8

55 	 ムーンドロップ 牡6鹿 57 横山 和生�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム B448－ 8 〃 ハナ 23．1�
44 フェアラフィネ 牝5芦 55 吉田 隼人ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 446＋ 41：09．51� 19．1
710 オトコギマサムネ 牡6鹿 57 荻野 琢真塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B498± 01：09．71� 9．8�
811 ソリティアリング 牝3芦 52

51 ☆坂井 瑠星 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 434－ 41：10．87 42．7�
11 キーウエスト 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 440－ 41：11．01� 63．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，030，000円 複勝： 22，612，100円 枠連： 8，698，700円
馬連： 40，569，300円 馬単： 20，756，300円 ワイド： 23，380，800円
3連複： 59，976，200円 3連単： 82，257，200円 計： 275，280，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 500円 � 190円 � 170円 枠 連（2－3） 4，750円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 9，100円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，630円 �� 550円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 53，620円

票 数

単勝票数 計 170300 的中 � 6355（7番人気）
複勝票数 計 226121 的中 � 8922（10番人気）� 33738（4番人気）� 40153（1番人気）
枠連票数 計 86987 的中 （2－3） 1418（20番人気）
馬連票数 計 405693 的中 �� 8076（15番人気）
馬単票数 計 207563 的中 �� 1709（36番人気）
ワイド票数 計 233808 的中 �� 4847（15番人気）�� 3542（22番人気）�� 11677（4番人気）
3連複票数 計 599762 的中 ��� 6619（23番人気）
3連単票数 計 822572 的中 ��� 1112（199番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．0―11．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．5―44．9―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ ア ペ ト ス �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．6．29 東京11着

2012．4．29生 牡5鹿 母 プリンセスビコー 母母 シマノソフイア 34戦3勝 賞金 29，550，000円
〔その他〕 キーウエスト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キーウエスト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年7月25日まで出走できない。
※イアペトス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17045 6月25日 晴 良 （29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 （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

68 � チャイマックス 牝4鹿 55
54 ☆	島 克駿吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 468－ 61：46．8 11．3�
55 アポロミッション 牡3鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 450－ 4 〃 クビ 14．6�
56 アスタリスク 牡4鹿 57 柴山 雄一石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 476＋ 21：47．01
 11．8�
33 ダノンロッソ 牡3青鹿54 吉田 隼人�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：47．1クビ 4．6�
22 キチロクステージ 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 470± 01：47．41� 9．1�
67 エミーズレシピ 牝4鹿 55 蛯名 正義ユアストーリー 安田 隆行 浦河 高村牧場 B492＋101：47．61� 2．4	
710 ダンツチェック 牝4鹿 55 北村 友一山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 504－ 61：47．7
 7．3

811 クリノプラハ 牡4鹿 57 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 B526＋ 41：47．91 105．9�
44 ウインランブル 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 462－16 〃 クビ 14．5�
79 ハッピーロード 6栗 57

56 ☆小崎 綾也豊田 一致氏 小崎 憲 新冠 松本 信行 496＋ 6 〃 ハナ 27．0
812 サンマルドライヴ 牡4黒鹿57 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 442＋ 61：48．64 71．6�
11 � メイショウミツタダ 牡4栗 57

56 ☆坂井 瑠星松本 和子氏 坂口 正則 浦河 三嶋牧場 512＋ 41：50．08 50．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，280，600円 複勝： 33，182，600円 枠連： 11，728，000円
馬連： 47，433，800円 馬単： 25，438，700円 ワイド： 31，167，300円
3連複： 67，739，200円 3連単： 97，138，700円 計： 339，108，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 310円 � 500円 � 360円 枠 連（5－6） 960円

馬 連 �� 8，200円 馬 単 �� 20，510円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 1，750円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 16，360円 3 連 単 ��� 164，160円

票 数

単勝票数 計 252806 的中 � 17893（5番人気）
複勝票数 計 331826 的中 � 29438（5番人気）� 16411（9番人気）� 24504（6番人気）
枠連票数 計 117280 的中 （5－6） 9465（3番人気）
馬連票数 計 474338 的中 �� 4479（31番人気）
馬単票数 計 254387 的中 �� 930（67番人気）
ワイド票数 計 311673 的中 �� 4530（25番人気）�� 4590（24番人気）�� 4840（22番人気）
3連複票数 計 677392 的中 ��� 3105（60番人気）
3連単票数 計 971387 的中 ��� 429（489番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．9―43．7―56．2―1：08．8―1：21．2―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�チャイマックス �
�
父 Congrats �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．10．3 阪神4着

2013．1．25生 牝4鹿 母 Icy Tea 母母 Miss Sobriety 16戦2勝 賞金 24，000，000円

17046 6月25日 曇 良 （29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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

55 � フィールドシャルム 牡4鹿 57 吉田 隼人岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ
ファーム 484＋ 81：47．5 10．9�

44 コスモアルヘナ 牡5青鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 486± 01：47．6� 63．2�
68 ダークネブラス 牡5青鹿57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 6 〃 クビ 9．4�
710 ナイトオブナイツ 牡4栗 57 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 446－ 41：47．91� 2．5�
33 ロードスター 牡4栗 57 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 4 〃 クビ 4．9	
67 スティッフェリオ 牡3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 446－ 61：48．0クビ 8．7

22 � サンライズサーカス 牡4青鹿57 菱田 裕二松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 508－ 21：48．21� 66．1�
811 セルバンテス 牡6黒鹿57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B432－101：48．51� 82．9�
56 マルターズゲイル 牡4青鹿57 松岡 正海藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 480－ 21：48．6� 12．2
11 ゼニステレスコープ 牡3鹿 54 	島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：48．7� 5．5�
79 サマーサプライズ 牡3鹿 54 柴山 雄一吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 450－ 61：49．12� 78．5�
812 キャノンストーム 牡4黒鹿57 四位 洋文前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 61：49．31� 30．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，966，400円 複勝： 41，267，500円 枠連： 18，061，700円
馬連： 64，776，000円 馬単： 35，177，000円 ワイド： 38，167，600円
3連複： 87，515，200円 3連単： 133，380，600円 計： 450，312，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 390円 � 1，160円 � 330円 枠 連（4－5） 8，390円

馬 連 �� 18，870円 馬 単 �� 29，980円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 1，380円 �� 4，050円

3 連 複 ��� 43，260円 3 連 単 ��� 275，500円

票 数

単勝票数 計 319664 的中 � 23267（6番人気）
複勝票数 計 412675 的中 � 29107（7番人気）� 8330（9番人気）� 35797（6番人気）
枠連票数 計 180617 的中 （4－5） 1668（20番人気）
馬連票数 計 647760 的中 �� 2659（39番人気）
馬単票数 計 351770 的中 �� 880（67番人気）
ワイド票数 計 381676 的中 �� 2482（37番人気）�� 7307（21番人気）�� 2399（39番人気）
3連複票数 計 875152 的中 ��� 1517（104番人気）
3連単票数 計1333806 的中 ��� 351（589番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．3―48．9―1：01．1―1：12．9―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4F46．4―3F34．6
1
3
・（2，5）－6，8（3，9）（1，4，10）12，7，11・（2，5）（8，6）3（4，9，12）10，1（7，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�フィールドシャルム �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 スペシャルウィーク

2013．3．8生 牡4鹿 母 タイキクラリティ 母母 タイキダイヤ 17戦1勝 賞金 21，999，000円
初出走 JRA



17047 6月25日 曇 良 （29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，28．6．25以降29．6．18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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

59 ウエスタンユーノー 牝6芦 52 横山 和生西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 492－ 41：08．4 44．2�
11 ラホーヤビーチ 牝5青鹿51 横山 武史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 474＋ 61：08．61 13．0�
713� ライトフェアリー 牝5鹿 53 勝浦 正樹和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B492＋ 2 〃 クビ 4．3�
46 デスティニーソング 牝3鹿 51 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 4 〃 クビ 4．1�
814	 パラダイスガーデン 牝5栗 53 四位 洋文岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 478－ 21：08．7クビ 12．1�
47 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿54 菱田 裕二	宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 480－ 2 〃 クビ 17．9

58 ユメノマイホーム 牝5栗 52 松岡 正海	ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 458－ 41：08．8クビ 7．1�
34 ベルモントラハイナ 牝6鹿 52 丸山 元気	和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 490＋12 〃 クビ 27．4�
815 シンフォニア 牝5栗 52 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 496－ 41：08．9
 8．5
611 イーグルアモン 牝6鹿 52 木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B468＋161：09．11� 54．5�
35 マ ユ キ 牝6栗 51 吉田 隼人稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 486＋ 2 〃 アタマ 18．2�
610� スズカプリオール 牡6鹿 53 柴山 雄一永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B500＋ 8 〃 クビ 11．1�
712 トロピカルガーデン 牝5鹿 52 黛 弘人田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 480－12 〃 ハナ 14．5�
23 クリノダイスーシー 牡5鹿 52 井上 敏樹栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 厚賀古川牧場 510＋101：09．2
 126．7�
22 アドマイヤクーガー 牡9栗 53 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 61：09．51� 89．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，828，200円 複勝： 72，574，900円 枠連： 48，402，400円
馬連： 205，356，600円 馬単： 81，688，000円 ワイド： 96，500，900円
3連複： 321，060，900円 3連単： 433，153，900円 計： 1，308，565，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，420円 複 勝 � 990円 � 350円 � 220円 枠 連（1－5） 6，250円

馬 連 �� 28，180円 馬 単 �� 51，440円

ワ イ ド �� 5，740円 �� 3，490円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 55，130円 3 連 単 ��� 426，680円

票 数

単勝票数 計 498282 的中 � 9000（12番人気）
複勝票数 計 725749 的中 � 16160（12番人気）� 52879（6番人気）� 103304（2番人気）
枠連票数 計 484024 的中 （1－5） 6000（22番人気）
馬連票数 計2053566 的中 �� 5647（70番人気）
馬単票数 計 816880 的中 �� 1191（137番人気）
ワイド票数 計 965009 的中 �� 4279（64番人気）�� 7094（45番人気）�� 15337（19番人気）
3連複票数 計3210609 的中 ��� 4367（180番人気）
3連単票数 計4331539 的中 ��� 736（1218番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．1―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 9（1，10）（4，11）13（6，12）（3，8，7）（5，14）（2，15） 4 9，1（4，10，11）13，6（3，8）（12，7）（2，5，15，14）

勝馬の
紹 介

ウエスタンユーノー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．3．1 中山1着

2011．3．11生 牝6芦 母 ウエスタンルージュ 母母 トップウィッシュ 25戦4勝 賞金 55，824，000円
〔制裁〕 スズカプリオール号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成29年7月1日から平成29年

7月9日まで騎乗停止。（被害馬：5番・2番・3番）

17048 6月25日 曇 良 （29函館1）第4日 第12競走 ��
��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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

89 エ ポ ッ ク 牡4黒鹿57 藤岡 佑介吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 508－101：45．0 3．5�
66 ヨ シ オ 牡4鹿 57 勝浦 正樹仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472± 01：45．21� 7．9�
810 エンクエントロス 牡5鹿 57 丹内 祐次山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B490－ 21：46．37 22．1�
55 ハヤブサナンデダロ 牡3鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 520－ 21：46．4クビ 1．6�
78 メイショウホウトウ 牡6青鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 510＋ 61：46．72 11．3�
33 ベストセラーアスク 牝6鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 434－ 4 〃 アタマ 33．4	
22 	 ペイシャゴンジセ 牡6鹿 57 菱田 裕二北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 498＋ 6 〃 アタマ 93．9

44 	 エリモジパング 牡7青鹿57 丸山 元気山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 472± 01：47．33� 69．3�
11 	 エイシンスペーシア 
6栗 57 黛 弘人岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 B458－ 81：47．83 61．0�
77 シンボリハミルトン 牡6芦 57 横山 武史シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 510－10 〃 クビ 44．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，466，100円 複勝： 68，429，400円 枠連： 22，097，500円
馬連： 97，522，700円 馬単： 63，007，100円 ワイド： 54，367，300円
3連複： 124，384，500円 3連単： 306，092，500円 計： 790，367，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 190円 � 310円 � 490円 枠 連（6－8） 1，330円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 440円 �� 610円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 19，450円

票 数

単勝票数 計 544661 的中 � 122161（2番人気）
複勝票数 計 684294 的中 � 108817（2番人気）� 54501（3番人気）� 31559（5番人気）
枠連票数 計 220975 的中 （6－8） 12798（5番人気）
馬連票数 計 975227 的中 �� 50691（5番人気）
馬単票数 計 630071 的中 �� 17372（8番人気）
ワイド票数 計 543673 的中 �� 33454（5番人気）�� 22856（7番人気）�� 12592（12番人気）
3連複票数 計1243845 的中 ��� 18099（16番人気）
3連単票数 計3060925 的中 ��� 11407（56番人気）

ハロンタイム 7．0―11．9―12．3―12．3―12．4―12．2―12．4―11．9―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．9―31．2―43．5―55．9―1：08．1―1：20．5―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ポ ッ ク �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2015．6．20 阪神1着

2013．2．9生 牡4黒鹿 母 セクシーザムライ 母母 Powder 22戦4勝 賞金 84，027，000円
〔制裁〕 エポック号の騎手藤岡佑介は，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：6番）

３レース目



（29函館1）第4日 6月25日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

181，050，000円
1，270，000円
9，360，000円
1，330，000円
19，970，000円
61，124，000円
3，926，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
328，002，700円
449，109，000円
178，615，200円
716，291，200円
363，580，000円
420，085，900円
1，021，218，800円
1，535，487，700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 5，012，390，500円

総入場人員 10，719名 （有料入場人員 9，308名）
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