
20025 7月15日 晴 良 （29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

22 シンデレラマキ 牝2鹿 54
51 ▲横山 武史岡 浩二氏 和田 正道 浦河 絵笛牧場 448＋ 21：00．7 4．9�

811 ディアバビアナ 牝2栗 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 482＋ 81：01．65 3．4�
56 サンシャンペーン 牡2鹿 54

53 ☆城戸 義政加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 452－ 41：01．7� 74．2�
11 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 464－14 〃 クビ 13．2�

68 ラヴバインド 牝2鹿 54 中井 裕二 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 4 〃 アタマ 24．1	
67 キタノナシラ 牡2鹿 54 黛 弘人北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 490＋ 81：01．8クビ 11．5

44 ドナキンバリー 牝2栗 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 448－ 2 〃 アタマ 18．7�
55 イ ナ ン ナ 牝2鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 450＋ 41：01．9クビ 66．5�
33 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± 01：02．0� 13．3
79 クオーレカルド 牝2黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 萩澤 國男 426＋ 4 〃 ハナ 30．9�
812 アルレーサー 牡2鹿 54 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 杵臼牧場 440－ 21：02．21	 3．6�
710 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 448－ 61：03．37 44．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，350，400円 複勝： 35，644，900円 枠連： 10，097，800円
馬連： 39，210，600円 馬単： 20，336，000円 ワイド： 27，890，000円
3連複： 61，586，800円 3連単： 75，766，900円 計： 292，883，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 170円 � 1，390円 枠 連（2－8） 470円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 420円 �� 4，310円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 26，310円 3 連 単 ��� 120，720円

票 数

単勝票数 計 223504 的中 � 37644（3番人気）
複勝票数 計 356449 的中 � 66947（2番人気）� 61352（3番人気）� 4526（12番人気）
枠連票数 計 100978 的中 （2－8） 16346（1番人気）
馬連票数 計 392106 的中 �� 24644（3番人気）
馬単票数 計 203360 的中 �� 6465（7番人気）
ワイド票数 計 278900 的中 �� 18766（3番人気）�� 1557（51番人気）�� 2883（29番人気）
3連複票数 計 615868 的中 ��� 1755（90番人気）
3連単票数 計 757669 的中 ��� 455（386番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．6―35．5―47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F37．1
3 2，8（1，12）9（4，10，11）6（5，3，7） 4 2－（8，12）1－（4，9）11－（6，3，7）（10，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シンデレラマキ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．7．8 函館2着

2015．3．27生 牝2鹿 母 フミノタカラ 母母 リ フ ァ ン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フジワンタイフーン号

20026 7月15日 晴 良 （29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 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

33 ミヤラビランド 牝3鹿 54 国分 恭介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 454± 01：46．9 5．6�
11 イチザヒロイン 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 444＋ 81：47．32� 23．7�
711 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 452＋ 61：47．62 16．1�
46 ナムラアヴィ 牝3栗 54 古川 吉洋奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 474＋ 21：48．45 8．5�
34 アパラチアン 牝3栗 54 丸山 元気�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 424－ 21：48．61� 81．8�
45 サウンドベティ 牝3鹿 54 勝浦 正樹増田 雄一氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 B436＋ 41：48．7� 65．2	
813 ノアブリジット 牝3栗 54 吉田 隼人佐山 公男氏 天間 昭一 日高 千葉飯田牧場 460－ 41：48．91� 2．0

22 ローズシュクレ 牝3栗 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：49．11� 12．4�
610 ヴォワルドール 牝3栗 54

53 ☆城戸 義政 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 444＋ 41：49．2クビ 145．1�

69 サクラセンティーレ 牝3黒鹿54 岩田 康誠さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 B484＋141：49．3� 38．6�
712 キタノリツメイ 牝3栗 54 松岡 正海�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 428± 0 〃 ハナ 70．6�
58 ピンクスター 牝3鹿 54 蛯名 正義チームユッキレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B456－ 61：49．62 6．2�
57 カパルチャルシュ 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 41：50．13 20．7�
814 バトルラッシュ 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 442－121：54．3大差 325．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，691，800円 複勝： 26，814，900円 枠連： 6，580，100円
馬連： 29，724，800円 馬単： 16，091，500円 ワイド： 21，409，900円
3連複： 43，603，300円 3連単： 58，468，000円 計： 219，384，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 490円 � 390円 枠 連（1－3） 5，960円

馬 連 �� 6，520円 馬 単 �� 10，720円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 1，380円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 24，580円 3 連 単 ��� 120，080円

票 数

単勝票数 計 166918 的中 � 23568（2番人気）
複勝票数 計 268149 的中 � 37772（3番人気）� 12923（7番人気）� 17048（6番人気）
枠連票数 計 65801 的中 （1－3） 855（20番人気）
馬連票数 計 297248 的中 �� 3528（21番人気）
馬単票数 計 160915 的中 �� 1125（36番人気）
ワイド票数 計 214099 的中 �� 3739（17番人気）�� 4036（14番人気）�� 1699（30番人気）
3連複票数 計 436033 的中 ��� 1330（71番人気）
3連単票数 計 584680 的中 ��� 353（340番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．5―12．8―12．7―12．4―12．5―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．7―43．5―56．2―1：08．6―1：21．1―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．3
1
3
・（3，8）（1，7，9）（5，13）2（11，12）（4，10，14）6・（3，8）（1，9，13）7，11（4，2，12）（5，6）－10＝14

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

勝馬の
紹 介

ミヤラビランド �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．2．12 小倉2着

2014．4．11生 牝3鹿 母 フローラルジュノー 母母 ダイヤモンドスノー 5戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月15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15日 晴 良 （29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 3，500，000
3，500，000

円
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

12 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 412± 01：09．1 3．2�
23 クーペオブジェミニ 牡3栗 56 藤岡 康太要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 434± 0 〃 同着 10．2�
48 ソルオリーヴァ 牡3栗 56 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか マークリ牧場 482－ 4 〃 クビ 11．6�
611 デンコウアリオン 牡3鹿 56 池添 謙一田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 476± 01：09．31� 5．0�
11 スマイルプリティ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 458－ 41：09．4� 98．9�
24 	 パ ル ト ゥ ー 牝3鹿 52 勝浦 正樹吉田 和美氏 田村 康仁 豪 Strawberry

Hill Stud 504－ 6 〃 クビ 6．3	
47 ミステリーモリオン 牡3鹿 56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 474± 0 〃 ハナ 7．7

612 マリーナプリンセス 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星早川 経一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 432± 01：09．5
 21．4�
714 メイショウランポ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 464± 01：09．6� 200．8�
815 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 440＋ 21：09．81 9．3
816 テ ィ ラ ー ル 牝3鹿 54 丹内 祐次 �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 450＋ 61：09．9
 18．9�
36 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 B480－ 21：10．0� 58．6�
713 コパカバーナ 牝3栗 54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 494＋ 21：10．1
 114．7�
35 タイセイモーション 牝3鹿 54 荻野 琢真田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 小島牧場 458＋ 2 〃 クビ 67．1�
59 ベルウッドカペラ 牡3青鹿 56

55 ☆城戸 義政鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 458± 01：10．73
 230．1�
510 カフジグリーン 牡3黒鹿56 丸山 元気加藤 守氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 530＋ 81：11．44 153．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，085，400円 複勝： 34，748，500円 枠連： 10，696，100円
馬連： 37，738，300円 馬単： 18，366，200円 ワイド： 28，814，000円
3連複： 56，794，500円 3連単： 69，947，800円 計： 278，190，800円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

180円
420円 複 勝 �

�
150円
240円 � 340円 枠 連（1－2） 880円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 ��
��

2，380円
3，290円

ワ イ ド �� 940円 ��
��

1，110円
2，120円

3 連 複 ��� 10，120円 3 連 単 ���
���

26，300円
32，000円

票 数

単勝票数 計 210854 的中 � 52396（1番人気）� 16457（6番人気）
複勝票数 計 347485 的中 � 79645（1番人気）� 34213（4番人気）� 21574（7番人気）
枠連票数 計 106961 的中 （1－2） 9318（3番人気）
馬連票数 計 377383 的中 �� 9900（11番人気）
馬単票数 計 183662 的中 �� 2903（18番人気）�� 2078（27番人気）
ワイド票数 計 288140 的中 �� 8031（9番人気）�� 6700（11番人気）�� 3402（26番人気）
3連複票数 計 567945 的中 ��� 4208（40番人気）
3連単票数 計 699478 的中 ��� 964（194番人気） ��� 792（238番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．6―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．9
3 ・（4，11）12（3，15）（5，8）（1，13）2，14（7，9）16－6－10 4 ・（4，11，12）（3，15）8，5，1（2，13）（7，14）（16，9）－6－10

勝馬の
紹 介

ジャスティンラヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．6．11 阪神7着

2014．5．2生 牝3黒鹿 母 ピースオブラヴ 母母 ピアラプソディ 7戦1勝 賞金 7，300，000円
市場取引馬
クーペオブジェミニ �

�
父 ケイムホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．17 阪神4着

2014．5．16生 牡3栗 母 ブルーボックスボウ 母母 ブルーバタフライ 7戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ベルウッドカペラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ジャスティンラヴ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アーチザスカイ号・テーオーメーテル号・バトルピッピ号・ピティヴィエ号・ファンシーアモン号・

フォルテメンテ号・ブリッゲン号・メイショウカリナン号

20028 7月15日 晴 良 （29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 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

69 ダンエクセル 牡3鹿 56 中井 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元茂牧場 444± 01：47．0 9．0�
710 メイショウオオヨド 牡3芦 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 442± 01：47．63� 7．5�
44 シャーロック 牡3鹿 56 池添 謙一薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 462＋ 8 〃 ハナ 1．6�
56 ニシノリヒト 牡3鹿 56 松岡 正海西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 442－ 41：47．81� 22．9�
45 ヤマノブロンコ 牡3栗 56 横山 和生澤村 敏雄氏 田中 清隆 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 460± 01：48．01� 88．9�
22 ブラックヘルト 牡3鹿 56 黛 弘人 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 524－ 81：48．74 5．8

57 ブラウンプレスト 牡3鹿 56 丸山 元気キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド B466＋ 61：49．87 34．5�
812 ゲンパチキララ 牡3青鹿 56

53 ▲横山 武史平野 武志氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 428＋ 4 〃 ハナ 262．0�
813 モンスーンジャイア 牡3栗 56 勝浦 正樹大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 浦河小林牧場 456＋ 41：49．9� 46．7
68 タイセイロブスト 牡3鹿 56 吉田 隼人田中 成奉氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538－ 61：50．32� 40．3�
11 シ ン カ イ 牡3栗 56 柴山 雄一三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 シンボリ牧場 478－121：51．47 37．8�
711 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 B474－ 41：51．5� 13．5�

（12頭）
33 リネンスカッシュ 牝3栗 54 丹内 祐次戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 沖田 博志 476＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，802，600円 複勝： 29，938，600円 枠連： 6，799，700円
馬連： 26，532，300円 馬単： 17，116，000円 ワイド： 21，051，200円
3連複： 36，781，100円 3連単： 60，058，700円 計： 217，080，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 190円 � 190円 � 110円 枠 連（6－7） 1，190円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 480円 �� 290円 �� 260円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 10，590円

票 数

単勝票数 差引計 188026（返還計 1028） 的中 � 16652（4番人気）
複勝票数 差引計 299386（返還計 1571） 的中 � 27253（4番人気）� 28019（3番人気）� 122722（1番人気）
枠連票数 差引計 67997（返還計 1873） 的中 （6－7） 4412（5番人気）
馬連票数 差引計 265323（返還計 6838） 的中 �� 12037（6番人気）
馬単票数 差引計 171160（返還計 3444） 的中 �� 3340（12番人気）
ワイド票数 差引計 210512（返還計 4578） 的中 �� 10043（6番人気）�� 18756（3番人気）�� 22337（2番人気）
3連複票数 差引計 367811（返還計 19586） 的中 ��� 27757（1番人気）
3連単票数 差引計 600587（返還計 25041） 的中 ��� 4110（29番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．7―12．7―12．6―12．6―13．2―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．7―42．4―55．0―1：07．6―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4F52．0―3F39．4
1
3
・（4，6）7（9，11）（2，10）（1，8，12）13－5・（4，6）（9，10）7，2－11（12，13）（1，8）＝5

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

勝馬の
紹 介

ダンエクセル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．9．17 中山13着

2014．5．20生 牡3鹿 母 ファルファラ 母母 ウルトラスキー 8戦1勝 賞金 5，750，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走除外〕 リネンスカッシュ号は，装鞍所で放馬し，疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 シャーロック号の騎手池添謙一は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）ついて戒告。
※ヤマノブロンコ号は，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15日 晴 良 （29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
1：09．2
1：07．8

良
良

77 サンダベンポート 牝2鹿 54 中井 裕二加藤 信之氏 中野 栄治 むかわ 真壁 信一 430 ―1：12．1 8．8�
66 ダンツコンフォート 牡2鹿 54 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 三輪 幸子 466 ― 〃 ハナ 4．2�
44 バ リ エ ン テ 牡2黒鹿54 菱田 裕二畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 440 ― 〃 クビ 5．2�
11 スズカワークシップ 牡2鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 466 ―1：12．31� 2．3�
55 サニーダンサー 牡2栗 54 C．ルメール 陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 466 ―1：12．4クビ 5．4�
22 アーリーバード 牝2栗 54

53 ☆小崎 綾也村井 良孝氏 小島 茂之 日高 新井 昭二 456 ―1：12．5� 35．2�
33 ペイシャタイガー 牡2芦 54 黛 弘人北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 ラツキー牧場 460 ―1：15．6大差 89．2	
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売 得 金
単勝： 24，422，200円 複勝： 19，310，300円 枠連： 発売なし
馬連： 25，772，400円 馬単： 18，608，600円 ワイド： 13，551，900円
3連複： 30，246，500円 3連単： 74，941，200円 計： 206，853，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 360円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 470円 �� 420円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 11，750円

票 数

単勝票数 計 244222 的中 � 23417（5番人気）
複勝票数 計 193103 的中 � 19622（5番人気）� 32961（3番人気）
馬連票数 計 257724 的中 �� 13613（7番人気）
馬単票数 計 186086 的中 �� 4408（17番人気）
ワイド票数 計 135519 的中 �� 7200（8番人気）�� 8227（7番人気）�� 10084（5番人気）
3連複票数 計 302465 的中 ��� 11801（8番人気）
3連単票数 計 749412 的中 ��� 4623（52番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．0―12．1―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．0―24．9―36．9―49．0―1：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．2
3 7，5（1，6）4，2＝3 4 7，5，1，6，4－2＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンダベンポート 

�
父 ストロングリターン 


�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2015．3．30生 牝2鹿 母 アテナチャン 母母 フ ェ ル モ イ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20030 7月15日 晴 良 （29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 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

36 ヨ シ ヒ コ 牡3黒鹿56 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B470－122：41．2 4．7�
35 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 B432＋ 22：41．41� 8．7�

48 リ ュ イ ザ ン 牡3栗 56
53 ▲横山 武史�G1レーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 400－162：42．03	 79．6�
12 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 436＋ 8 〃 クビ 6．5�
47 ダンスアラウンド 牡3鹿 56 丸山 元気 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 520＋ 42：42．42	 88．9	
612 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± 02：42．5
 5．0

611 チ ル ア ウ ト 牝3青鹿54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 B502－ 22：42．81
 26．2�
714 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 464－ 22：42．9	 13．2
23 � ビハインドクラウズ 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿栗山 良子氏 �島 一歩 米 Christine
A. Hansen 502± 02：43．0クビ 171．1�

815 タイセイレイザー 牡3青鹿56 C．ルメール 田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 B466＋ 42：43．21� 2．9�
816 スムーズジャズ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 今野 貞一 安平 追分ファーム 492＋ 6 〃 ハナ 39．2�
510 ポイントオブエイム 牡3青鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 築紫 洋 464± 02：43．3	 102．6�
11 アテンソード 牡3鹿 56 菱田 裕二齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 428－ 22：43．4	 155．5�
59 マジックバラード 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 478－ 42：43．5
 25．5�
24 アドマイヤトリプル 牡3鹿 56 北村 友一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510－122：44．35 70．6�
713 レイズアチアー 牡3栗 56 原田 和真岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 496－ 62：44．93	 298．1�
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売 得 金
単勝： 20，199，800円 複勝： 28，940，800円 枠連： 8，923，600円
馬連： 34，383，500円 馬単： 17，629，600円 ワイド： 23，534，500円
3連複： 48，913，800円 3連単： 62，324，600円 計： 244，850，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 310円 � 1，960円 枠 連（3－3） 1，500円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 610円 �� 5，740円 �� 8，370円

3 連 複 ��� 30，800円 3 連 単 ��� 120，170円

票 数

単勝票数 計 201998 的中 � 33860（2番人気）
複勝票数 計 289408 的中 � 47528（2番人気）� 24542（5番人気）� 3025（12番人気）
枠連票数 計 89236 的中 （3－3） 4588（6番人気）
馬連票数 計 343835 的中 �� 19053（4番人気）
馬単票数 計 176296 的中 �� 5249（7番人気）
ワイド票数 計 235345 的中 �� 10653（5番人気）�� 1016（47番人気）�� 694（60番人気）
3連複票数 計 489138 的中 ��� 1191（86番人気）
3連単票数 計 623246 的中 ��� 376（351番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．9―12．0―12．8―13．1―13．4―13．1―12．3―12．0―12．3―12．1―12．5

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―23．7―35．6―47．6―1：00．4―1：13．5―1：26．9―1：40．0―1：52．3―2：04．3―2：16．6―2：28．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F48．9―3F36．9
1
�
12，6，11，5（14，9，13）8（3，10，15）－2，4，1，16－7・（6，7）（12，9，15）（11，5）（14，2）（8，3）10，16，1（13，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨ シ ヒ コ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．10．9 東京9着

2014．4．23生 牡3黒鹿 母 マ ギ ス ト ラ 母母 マ ン フ ァ ス 9戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 ビハインドクラウズ号の騎手�島克駿は，2周目3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・

13番・4番）
※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 ディアラビーニア号・ラピュルテ号



20031 7月15日 晴 良 （29函館2）第3日 第7競走 ��2，400�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
2：32．8
2：28．6

稍重
不良

33 エムオーグリッタ 牡3鹿 54 勝浦 正樹大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 492＋ 22：34．3 3．8�
68 スズカロング 牡3鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 476＋ 22：34．61� 14．2�
44 パガットケーブ 牡3青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 512± 02：34．81 4．3�
56 サイドチェンジ 牡3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 平野牧場 B500－ 42：34．9	 114．2�
79 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－ 42：35．0	 5．7�
55 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 474－ 22：35．21
 5．0	
11 トウカイハッピー 牡4鹿 57 四位 洋文内村 正則氏 野中 賢二 新ひだか 佐藤 陽一 486＋ 22：36．05 12．8

22 シャンタルエット 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 アタマ 47．4�
811 レ オ ニ ー ズ 牡6鹿 57

56 ☆小崎 綾也 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－ 82：36．21	 10．7�

812 キングラディウス 牡4栗 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B474＋ 42：37．05 13．1
710 デルマハワイコウロ 牡3鹿 54 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム B466－ 62：37．1クビ 31．1�
67 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 432－10 〃 クビ 145．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，115，700円 複勝： 34，485，000円 枠連： 7，788，100円
馬連： 36，961，500円 馬単： 18，638，100円 ワイド： 24，669，600円
3連複： 49，383，500円 3連単： 68，082，900円 計： 263，124，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 330円 � 180円 枠 連（3－6） 2，620円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 970円 �� 460円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 28，280円

票 数

単勝票数 計 231157 的中 � 48631（1番人気）
複勝票数 計 344850 的中 � 72433（1番人気）� 20759（7番人気）� 51587（3番人気）
枠連票数 計 77881 的中 （3－6） 2296（13番人気）
馬連票数 計 369615 的中 �� 11938（10番人気）
馬単票数 計 186381 的中 �� 3271（18番人気）
ワイド票数 計 246696 的中 �� 6349（13番人気）�� 14541（2番人気）�� 5986（14番人気）
3連複票数 計 493835 的中 ��� 7737（17番人気）
3連単票数 計 680829 的中 ��� 1745（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．1―37．9―50．8―1：03．3―1：16．5―1：29．7―1：42．5―1：55．0―2：08．0―2：21．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エムオーグリッタ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ワ レ ン ダ ー デビュー 2016．11．27 東京5着

2014．3．27生 牡3鹿 母 ワレンダラッド 母母 マルゼンラッド 7戦2勝 賞金 16，700，000円

20032 7月15日 晴 良 （29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
1：06．8
1：06．5

良
良

33 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 448＋121：09．2 5．8�
77 ユキノカトレア 牝5鹿 55 丸山 元気北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 486＋ 8 〃 クビ 5．3�
11 メ ー テ ィ ス 牝3鹿 52

49 ▲横山 武史ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 436－ 41：09．3� 8．2�
22 � ツキミチャン 牝6青鹿55 藤岡 佑介瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 450－ 61：09．4クビ 9．4�
89 サウンドドゥイット 牡5鹿 57 岩田 康誠増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 460＋ 6 〃 クビ 4．1	
810 アイムウィッシング 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 21：09．61� 10．1

78 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 480＋ 41：09．7� 3．8�
44 � ウイングエンペラー 牡4栗 57 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 478± 0 〃 ハナ 106．9�
55 ファーストオーサー 牡6黒鹿57 横山 和生石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 472－ 21：10．01� 40．3
66 ピティヴィエ 	3栗 54 柴山 雄一伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 452－ 21：10．21� 35．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，355，200円 複勝： 27，012，100円 枠連： 7，696，900円
馬連： 36，951，100円 馬単： 19，837，300円 ワイド： 24，510，300円
3連複： 47，262，000円 3連単： 72，232，800円 計： 259，857，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 210円 � 280円 枠 連（3－7） 720円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 580円 �� 850円 �� 870円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 30，160円

票 数

単勝票数 計 243552 的中 � 33432（4番人気）
複勝票数 計 270121 的中 � 35947（3番人気）� 34855（4番人気）� 22614（6番人気）
枠連票数 計 76969 的中 （3－7） 8277（2番人気）
馬連票数 計 369511 的中 �� 19159（6番人気）
馬単票数 計 198373 的中 �� 4816（13番人気）
ワイド票数 計 245103 的中 �� 11239（6番人気）�� 7260（15番人気）�� 7096（16番人気）
3連複票数 計 472620 的中 ��� 6622（24番人気）
3連単票数 計 722328 的中 ��� 1736（138番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．3―11．4―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．0―46．4―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドゥモワゼル �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2016．6．19 函館2着

2014．4．20生 牝3鹿 母 ステキプレゼント 母母 アララットサン 11戦2勝 賞金 24，912，000円
※ピティヴィエ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



20033 7月15日 晴 良 （29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）

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 プティットクルール 牝3黒鹿 52
51 ☆�島 克駿首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 430＋ 41：46．0 32．8�

812 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± 0 〃 アタマ 10．7�
811 スノードリーム 牝4芦 55 古川 吉洋三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B458＋ 21：46．1クビ 23．4�
22 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 B464－ 21：46．52� 38．5�
56 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 530＋ 8 〃 ハナ 2．4�
44 ワンダーハイーニャ 牝6鹿 55 浜中 俊山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 474＋ 21：46．6� 39．8	
79 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 486＋ 21：46．7クビ 5．3

11 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿 55

54 ☆坂井 瑠星�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 450－ 61：47．12� 32．2�
68 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 478＋ 41：47．31 40．2
33 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 536－ 61：47．51	 3．3�
55 
 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 456－ 21：48．24 31．7�

710 ルーナデラセーラー 牝3黒鹿52 菱田 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 480＋ 81：49．47 19．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，290，600円 複勝： 36，138，300円 枠連： 10，183，900円
馬連： 43，175，500円 馬単： 24，262，700円 ワイド： 28，955，300円
3連複： 60，279，100円 3連単： 94，058，700円 計： 322，344，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，280円 複 勝 � 720円 � 350円 � 640円 枠 連（6－8） 2，510円

馬 連 �� 12，380円 馬 単 �� 24，130円

ワ イ ド �� 3，140円 �� 4，610円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 33，480円 3 連 単 ��� 418，350円

票 数

単勝票数 計 252906 的中 � 6164（9番人気）
複勝票数 計 361383 的中 � 12623（11番人気）� 29185（4番人気）� 14469（6番人気）
枠連票数 計 101839 的中 （6－8） 3133（9番人気）
馬連票数 計 431755 的中 �� 2701（35番人気）
馬単票数 計 242627 的中 �� 754（69番人気）
ワイド票数 計 289553 的中 �� 2374（37番人気）�� 1606（40番人気）�� 3600（25番人気）
3連複票数 計 602791 的中 ��� 1350（92番人気）
3連単票数 計 940587 的中 ��� 163（822番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―12．0―12．7―12．7―12．3―12．5―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．0―42．7―55．4―1：07．7―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プティットクルール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2016．7．17 函館6着

2014．3．9生 牝3黒鹿 母 ロ ー リ エ 母母 ナカミシュンラン 10戦2勝 賞金 13，250，000円
〔制裁〕 プティットクルール号の騎手�島克駿は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

20034 7月15日 晴 良 （29函館2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

が ぎ ゅ う ざ ん

臥 牛 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 マイネルユニブラン 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 516＋ 62：00．6 7．9�

55 ビレッジソング 牝6鹿 55 城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 446± 0 〃 クビ 37．8�
66 デルマオギン 牝4鹿 55 北村 友一浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476－ 42：00．7� 3．3�
22 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 B482＋ 82：00．8� 4．3�
11 	 メイショウミソラ 牝5栗 55 菱田 裕二松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 458－ 22：00．9クビ 51．3�
44 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± 0 〃 ハナ 2．5

77 	 スリープレッピー 
4黒鹿57 藤岡 康太永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 434－ 22：01．11 7．0�
88 ミュートエアー 牡4黒鹿57 黛 弘人岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 456－162：01．31� 64．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 31，285，900円 複勝： 29，613，800円 枠連： 発売なし
馬連： 50，647，200円 馬単： 29，671，100円 ワイド： 26，475，200円
3連複： 60，302，500円 3連単： 150，251，700円 計： 378，247，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 570円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 9，800円 馬 単 �� 14，230円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 470円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 7，080円 3 連 単 ��� 77，640円

票 数

単勝票数 計 312859 的中 � 31482（5番人気）
複勝票数 計 296138 的中 � 28209（5番人気）� 10531（6番人気）� 60725（2番人気）
馬連票数 計 506472 的中 �� 4002（19番人気）
馬単票数 計 296711 的中 �� 1563（30番人気）
ワイド票数 計 264752 的中 �� 3475（17番人気）�� 15599（6番人気）�� 6379（11番人気）
3連複票数 計 603025 的中 ��� 6380（19番人気）
3連単票数 計1502517 的中 ��� 1403（150番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．1―12．1―12．2―12．3―12．2―12．0―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．9―48．0―1：00．2―1：12．5―1：24．7―1：36．7―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルユニブラン 
�
父 スズカマンボ 

�
母父 Olympio デビュー 2016．7．24 福島3着

2014．3．21生 牡3黒鹿 母 コニャックレディ 母母 Carmanetta 11戦2勝 賞金 24，924，000円



20035 7月15日 曇 良 （29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 1，900，000
1，900，000

円
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

1：06．8
1：06．5

良
良

57 � 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 488＋101：08．7 9．3�

69 デスティニーソング 牝3鹿 52 	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 434－ 21：08．8
 13．5�

56 � パラダイスガーデン 牝5栗 55 四位 洋文岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads
Farm, LLC 482＋ 41：08．9� 31．1�

22 マイネルエスパス 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 516± 0 〃 クビ 25．8�

33 � ライトフェアリー 牝5鹿 55 勝浦 正樹和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B492± 0 〃 同着 10．7�
68 � 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 442＋ 6 〃 ハナ 74．2

711 レーヴムーン 牡4黒鹿57 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 482－ 2 〃 ハナ 2．9�
45 イ キ オ イ 牡5鹿 57 浜中 俊西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 448± 0 〃 ハナ 14．1�
11 イーグルアモン 牝6鹿 55 木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B456－ 41：09．0クビ 223．9
710� エリシェヴァ 牝4鹿 55 武 豊前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited B500＋121：09．1� 3．6�
44 シンフォニア 牝5栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 488－ 8 〃 クビ 29．6�
812 キャンディバローズ 牝4鹿 55 C．ルメール 猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 416－ 61：09．2クビ 5．8�
813 トロピカルガーデン 牝5鹿 55 松岡 正海田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 482± 01：10．37 181．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，712，600円 複勝： 87，131，300円 枠連： 35，174，100円
馬連： 179，757，600円 馬単： 76，731，400円 ワイド： 91，422，800円
3連複： 263，624，100円 3連単： 408，436，300円 計： 1，200，990，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 330円 � 350円 � 690円 枠 連（5－6） 3，370円

馬 連 �� 6，310円 馬 単 �� 11，840円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 3，660円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 39，920円 3 連 単 ��� 186，940円

票 数

単勝票数 計 587126 的中 � 50372（4番人気）
複勝票数 計 871313 的中 � 73949（5番人気）� 66838（6番人気）� 30517（8番人気）
枠連票数 計 351741 的中 （5－6） 8072（11番人気）
馬連票数 計1797576 的中 �� 22062（23番人気）
馬単票数 計 767314 的中 �� 4858（43番人気）
ワイド票数 計 914228 的中 �� 12983（23番人気）�� 6393（40番人気）�� 6885（37番人気）
3連複票数 計2636241 的中 ��� 4952（111番人気）
3連単票数 計4084363 的中 ��� 1584（511番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―11．5―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―45．9―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．3
3 10（7，9，13）（8，3）2（1，11）（4，12）（5，6） 4 10，9，7（2，8，13，3）（1，11）（4，12）（5，6）

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 16戦4勝 賞金 57，887，000円
〔その他〕 エリシェヴァ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エリシェヴァ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年8月15日まで出走できない。

20036 7月15日 曇 良 （29函館2）第3日 第12競走 ��1，800�
ゆ の は ま

湯 浜 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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

11 � レッドベリンダ 牝5鹿 55 木幡 初也 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B470＋ 21：48．7 17．3�
33 ロードスター 牡4栗 57 C．ルメール 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 494＋ 6 〃 ハナ 4．0�
22 メイショウミハル 牝3栗 52 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 466－ 41：48．8� 4．8�
44 プレイヤーサムソン 牡4鹿 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 470＋121：48．9� 6．9�
66 スクエアゴールド 牝5黒鹿55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 58．2�
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 B436＋ 41：49．11 63．5

78 メイショウサワカゼ 牡3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 440＋ 61：49．2� 6．5�
67 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 472－ 41：49．41	 2．8�
79 キャノンストーム 牡4黒鹿57 武 豊前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 41：49．61	 37．6
810 レッドカルディア 牝4鹿 55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 460－ 41：49．7� 30．3�
55 ジ ャ ル ー ズ 牝4鹿 55 柴山 雄一山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 466－ 81：51．08 185．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，746，100円 複勝： 52，475，500円 枠連： 16，274，500円
馬連： 80，561，100円 馬単： 39，821，200円 ワイド： 49，005，300円
3連複： 105，138，600円 3連単： 175，455，200円 計： 557，477，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 300円 � 180円 � 200円 枠 連（1－3） 4，030円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 7，710円

ワ イ ド �� 840円 �� 880円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 39，070円

票 数

単勝票数 計 387461 的中 � 17884（6番人気）
複勝票数 計 524755 的中 � 38871（6番人気）� 81771（2番人気）� 73106（3番人気）
枠連票数 計 162745 的中 （1－3） 3129（15番人気）
馬連票数 計 805611 的中 �� 20466（12番人気）
馬単票数 計 398212 的中 �� 3873（28番人気）
ワイド票数 計 490053 的中 �� 14527（12番人気）�� 13678（13番人気）�� 31696（6番人気）
3連複票数 計1051386 的中 ��� 19395（13番人気）
3連単票数 計1754552 的中 ��� 3255（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．3―50．0―1：02．0―1：13．9―1：25．7―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドベリンダ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Monsun

2012．3．25生 牝5鹿 母 フローリオット 母母 Fureau 22戦1勝 賞金 21，115，000円
初出走 JRA



（29函館2）第3日 7月15日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 143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

172，400，000円
3，800，000円
14，110，000円
1，230，000円
18，120，000円
56，700，000円
3，718，000円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
325，058，300円
442，254，000円
120，214，800円
621，415，900円
317，109，700円
381，290，000円
863，915，800円
1，370，024，800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 4，441，283，300円

総入場人員 5，054名 （有料入場人員 4，272名）
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