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１９０３７ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走９時５５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．５
１：０７．８

良

良

５５ エクスパーシヴ 牝２鹿 ５４ 川須 栄彦前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 ４６０－ ２１：１０．８ ５．５�

７７ ハヤブサペコチャン 牝２栗 ５４ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４４８－ ８１：１０．９� ６．０�
６６ タイセイスウィープ 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 藤春 修二 ４５６＋ ２ 〃 クビ ２．８�
４４ ヴェアリアスローズ 牝２栗 ５４ 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 ３９６－ ８１：１１．０クビ １１．３�
１１ ソ ウ キ ュ ウ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 浦河 伏木田牧場 ４３４－１２ 〃 クビ １６．８�
８９ ヒュウガミズキ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 ４５８－ ２１：１１．２１� ５．７�
２２ エーシンジョーイ 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ４２８－ ２１：１１．４１ ２９．５	
３３ グラマラスグロウ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 ４４４± ０１：１１．５� ６．０

８８ マイネシャッツ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム ３９８－ ２１：１２．７７ ３８．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： １１，５８７，１００円 複勝： ２２，４４２，４００円 枠連： ５，３４５，５００円

馬連： ２４，９６０，８００円 馬単： １９，９５５，２００円 ワイド： １２，７０５，３００円

３連複： ３６，４６８，８００円 ３連単： ６８，９３０，６００円 計： ２０２，３９５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（５－７） ２，０３０円

馬 連 �� １，７６０円 馬 単 �� ３，３２０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ２９０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ９，６４０円

票 数

単勝票数 計 １１５８７１ 的中 � １６６５９（２番人気）
複勝票数 計 ２２４４２４ 的中 � ３４０２４（２番人気）� ３１４７９（３番人気）� ６０２１４（１番人気）
枠連票数 計 ５３４５５ 的中 （５－７） １９４４（１１番人気）
馬連票数 計 ２４９６０８ 的中 �� １０５２５（６番人気）
馬単票数 計 １９９５５２ 的中 �� ４４３７（１０番人気）
ワイド票数 計 １２７０５３ 的中 �� ６６７８（６番人気）�� １１６５７（１番人気）�� ７７９４（５番人気）
３連複票数 計 ３６４６８８ 的中 ��� ２１６５７（１番人気）
３連単票数 計 ６８９３０６ 的中 ��� ５２８２（２７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１２．０―１２．１―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３５．０―４７．１―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクスパーシヴ �

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 ２０１２．６．２４ 函館４着

２０１０．２．２５生 牝２鹿 母 フェアリーブレス 母母 スイートマイハート ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円

１９０３８ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．１
１：４１．７

稍重

不良

２２ サ ナ シ オ ン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７４－ ４１：４７．１ １．７�

７１１ スターノエル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４１：４７．４２ ２．５�
５７ マヤノカデンツァ 牡３栗 ５６ 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４６６＋ ４１：４７．５� １３．１�
８１３ インパルション 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 ４６８＋ ４１：４７．６� ４３．２�
８１２ コスモレイラ 牝３青鹿５４ 大野 拓弥 �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 ４７０＋ ２ 〃 クビ １８．４�
４４ ベニノツルギ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一�紅谷 中川 公成 日高 大沢育成牧場 ４５６＋ ６１：４８．２３� ３５．８	
４５ ヴィンドランダ 牡３青鹿５６ 黛 弘人 �キャロットファーム 大久保洋吉 平取 坂東牧場 B４８２－ ２１：４８．３クビ ９３．８

６８ ヴェルメリオ 牡３黒鹿５６ 丸山 元気 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４ 〃 クビ ４６．６�
１１ アドマイヤラック 牝３栗 ５４ 松田 大作近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７８＋ ８１：４８．４� １０８．６�
７１０ メイショウオトコギ �３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４６６± ０１：４８．８２� １１３．５
６９ ジャングルホーム 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次冨沢 敦子氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４６０－ ２１：４９．０１� ４５５．１�
３３ スズカブルーリボン 牝３鹿 ５４ 川島 信二永井 啓弍氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ １９１．８�
５６ ロックシンガー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 B４９０－ ６ 〃 ハナ ４６．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，４７６，４００円 複勝： ４２，３９０，４００円 枠連： ７，７７７，３００円

馬連： ２７，５８５，７００円 馬単： ２５，２７１，５００円 ワイド： １３，９２９，１００円

３連複： ４０，２５５，５００円 ３連単： ８０，４１８，９００円 計： ２５３，１０４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（２－７） ２１０円

馬 連 �� １７０円 馬 単 �� ３３０円

ワ イ ド �� １３０円 �� ２７０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 ��� １，９１０円

票 数

単勝票数 計 １５４７６４ 的中 � ７２６７７（１番人気）
複勝票数 計 ４２３９０４ 的中 � ２６４１０２（１番人気）� ７１９４９（２番人気）� ２１１５７（３番人気）
枠連票数 計 ７７７７３ 的中 （２－７） ２７６０６（１番人気）
馬連票数 計 ２７５８５７ 的中 �� １２４３２２（１番人気）
馬単票数 計 ２５２７１５ 的中 �� ５７６２５（１番人気）
ワイド票数 計 １３９２９１ 的中 �� ４１７３４（１番人気）�� １０３８６（２番人気）�� ５１９０（７番人気）
３連複票数 計 ４０２５５５ 的中 ��� ４９８８０（２番人気）
３連単票数 計 ８０４１８９ 的中 ��� ３１２１３（３番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．９―１２．９―１３．１―１２．７―１３．０―１２．４―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．９―４２．８―５５．９―１：０８．６―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４F５１．２―３F３８．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サ ナ シ オ ン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．２９ 京都１０着

２００９．２．４生 牡３鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ ９戦１勝 賞金 １１，０００，０００円

第２回 函館競馬 第４日



１９０３９ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４日 第３競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

重

稍重

４４ エムケージャック 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人紺野 光彦氏 高橋 裕 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４７８－ ２ ５９．８ ４．７�

８１２ スタープラチナ 牝３鹿 ５４
５１ ▲長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５１４± ０ ５９．９� ９．２�

２２ ラーゼンマイスター 牝３芦 ５４ 池添 謙一近藤 克麿氏 清水 出美 新ひだか 坂本 春雄 ４７２＋ ２ 〃 クビ ８．１�
５６ ザ キ ャ ッ プ 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介 �千葉パブリックゴ

ルフコース 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 B４７２± ０１：００．５３� ３．９�
６８ サクラルモンド 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４９４＋１０ 〃 ハナ ３．６�
６７ ロードエストレーラ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 丸幸小林牧場 ４７４＋ ６１：００．９２� ４．０�
７９ ディアカメリア 牝３鹿 ５４ 丸山 元気ディアレスト 根本 康広 新ひだか 山本 昇寿 B４２０＋１４１：０１．０� １３９．６	
５５ クラウンガルーダ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広矢野 悦三氏 天間 昭一 新ひだか 真歌伊藤牧場 ５０２ ―１：０１．２１� １７０．３

３３ ヤマニンリンクス 牡３青鹿５６ 柴山 雄一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B４１０－ ６１：０１．６２� １０５．２�
８１１ メイショウバシリス 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ４８２＋ ２１：０１．９１� ２０９．９�
７１０ カシマセイセン 牝３鹿 ５４ 黛 弘人松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４１８－１４１：０２．１１� １７６．３

（１１頭）
１１ スズカアーサー 牡３鹿 ５６ 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １２，８３６，４００円 複勝： ２０，９７６，５００円 枠連： ８，２２６，２００円

馬連： ２２，３００，７００円 馬単： １８，２８７，３００円 ワイド： １２，０３６，５００円

３連複： ３３，２１８，４００円 ３連単： ６１，４８５，８００円 計： １８９，３６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � ２６０円 枠 連（４－８） ２，３５０円

馬 連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ３，７６０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ７００円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ５，０１０円 ３ 連 単 ��� ２６，２８０円

票 数

単勝票数 計 １２８３６４ 的中 � ２１５７１（４番人気）
複勝票数 計 ２０９７６５ 的中 � ３１４５７（４番人気）� ２４８０２（５番人気）� ２０４９３（６番人気）
枠連票数 計 ８２２６２ 的中 （４－８） ２５８４（９番人気）
馬連票数 計 ２２３００７ 的中 �� ６８０７（１４番人気）
馬単票数 計 １８２８７３ 的中 �� ３５９５（２２番人気）
ワイド票数 計 １２０３６５ 的中 �� ３９０６（１５番人気）�� ４２７９（１２番人気）�� ４０６０（１４番人気）
３連複票数 計 ３３２１８４ 的中 ��� ４８９９（２０番人気）
３連単票数 計 ６１４８５８ 的中 ��� １７２７（１１０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．１―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．１―３５．２―４７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エムケージャック �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１１．７．２３ 函館７着

２００９．４．１０生 牡３鹿 母 マイドリームラン 母母 キ ア モ ン グ ７戦１勝 賞金 ６，９００，０００円
〔出走取消〕 スズカアーサー号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 キープザメイク号・ティンギー号・ニホンピロプアラニ号
（非抽選馬） ４頭 ヴィルトゥオーサ号・オリエンタルポリー号・チンタジャティー号・マイネマキアージュ号

１９０４０ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４日 第４競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．１
１：４１．７

稍重

不良

３３ マイネルハートレー 牡３青鹿５６ 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ５００± ０１：４７．７ ３．２�

４４ � エアウィーバー 牡３鹿 ５６ 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Cardinal
Farm LLC ５００± ０１：４８．０２ １１．２�

７１０ エースドライバー �３鹿 ５６ 大野 拓弥 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５２± ０１：４８．２１� １４．７�
２２ マウントゼンノエ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３２± ０１：４８．３	 ２０．６�
６８ アメイズリー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４７８－ ２１：４８．４クビ １４３．０�
８１２ ハヤブサフィーバー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８０－ ４１：４８．６１ １．７	
６９ キョウワアーク 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 ５０６＋ ２ 〃 ハナ ３５．５

１１ アキノセイレン 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生穐吉 正孝氏 菊沢 隆徳 浦河 大西ファーム ４６０＋ ６ 〃 ハナ １５８．１�
４５ � シゲルポーポー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気森中 蕃氏 服部 利之 米 BnD Thor-

oughbreds ４７４－１２１：４９．３４ ３１．８�
５６ ク ア ド リ ガ 牝３黒鹿５４ 川島 信二�下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４３４＋３２１：４９．５１ ８５．１
５７ ウインサンドロ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 B４３４－ ２１：４９．６� ３０．１�
７１１ ローエンブリエ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人林 正道氏 的場 均 新ひだか 徳本 幸雄 ５１６－１６１：４９．８１
 １４３．０�
８１３ グローバルフラッグ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介青山 洋一氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 ５２４－１４１：５４．９大差 ２１７．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，８２１，９００円 複勝： ３９，４７１，８００円 枠連： ７，６６４，６００円

馬連： ２５，３１４，０００円 馬単： ２４，３３５，８００円 ワイド： １５，４８０，５００円

３連複： ３７，４７５，２００円 ３連単： ８７，６０５，８００円 計： ２５２，１６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � ２３０円 � ６４０円 � ６６０円 枠 連（３－４） １，５８０円

馬 連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ３，４８０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ８５０円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� ９，５３０円 ３ 連 単 ��� ３３，３８０円

票 数

単勝票数 計 １４８２１９ 的中 � ３６８３４（２番人気）
複勝票数 計 ３９４７１８ 的中 � ５６５１９（２番人気）� １４７６２（４番人気）� １４２６１（５番人気）
枠連票数 計 ７６６４６ 的中 （３－４） ３５９７（６番人気）
馬連票数 計 ２５３１４０ 的中 �� ８０６４（８番人気）
馬単票数 計 ２４３３５８ 的中 �� ５１６４（１１番人気）
ワイド票数 計 １５４８０５ 的中 �� ５４８９（９番人気）�� ４５６８（１１番人気）�� １４１１（１８番人気）
３連複票数 計 ３７４７５２ 的中 ��� ２９０５（２７番人気）
３連単票数 計 ８７６０５８ 的中 ��� １９３７（８０番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１２．０―１２．６―１３．６―１３．４―１３．１―１２．５―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．８―４２．４―５６．０―１：０９．４―１：２２．５―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

マイネルハートレー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 マイネルラヴ デビュー ２０１２．３．４ 阪神６着

２００９．１．３１生 牡３青鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン ５戦１勝 賞金 ５，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グローバルフラッグ号は，平成２４年８月８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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コスモスペッキオ号・マイネアンティーク号



１９０４１ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時５０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．０
１：４４．１

良

良

３４ プリュムローズ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気野島 春男氏 庄野 靖志 日高 野島牧場 ４６４－ ２１：５０．０ ５．０�

４５ パッシフローラ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４１８－ ２１：５０．２１� ４．６�
２２ ビップシャイン 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４４０－ ６ 〃 クビ １６．５�
１１ モジュラーフォーム 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 むかわ 上水牧場 ５０６± ０１：５０．４１� ２．５�
５８ ケイツークロート 牝３栗 ５４ 黛 弘人楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム ４４０± ０１：５０．５� ５０．６�
４６ ベ ラ ル ー ナ 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 ４１６－ ６ 〃 ハナ １６１．９�
８１４ リアライズラフィカ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 ４４２＋ ６１：５０．７１� ２６．０	
７１１ イッセイダイヤ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４７６＋ ４１：５１．０２ １１３．２

６１０ サトノジュビリー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２１：５１．１� １２．８�
５７ ゴールウェイ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ ７．０�
８１３ ムーンベックカフェ 牡３栗 ５６ 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９２＋１２１：５１．３１� ２８．８
７１２ ファシネートダイア 牝３鹿 ５４ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ４１：５１．９３� ２３．９�
６９ ヴォーデジール 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生 �キャロットファーム 清水 久詞 平取 坂東牧場 ４４２± ０１：５２．３２� ２１４．９�
３３ アサクサフレンチ 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５０＋ ４１：５２．７２� ４５６．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，５６６，８００円 複勝： ３０，１６２，６００円 枠連： ８，８３０，０００円

馬連： ２８，３７８，２００円 馬単： ２１，４２０，７００円 ワイド： １６，４７９，５００円

３連複： ４３，４７８，９００円 ３連単： ７４，４２５，０００円 計： ２３８，７４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ４８０円 枠 連（３－４） １，０８０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，２００円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ５，３１０円 ３ 連 単 ��� ２１，９３０円

票 数

単勝票数 計 １５５６６８ 的中 � ２４７３５（３番人気）
複勝票数 計 ３０１６２６ 的中 � ４５４０９（３番人気）� ５０６７９（２番人気）� １２９５５（７番人気）
枠連票数 計 ８８３００ 的中 （３－４） ６０８８（４番人気）
馬連票数 計 ２８３７８２ 的中 �� ２０８４６（４番人気）
馬単票数 計 ２１４２０７ 的中 �� ６７０６（７番人気）
ワイド票数 計 １６４７９５ 的中 �� ９５７１（５番人気）�� ３２６２（１２番人気）�� ２９１４（１５番人気）
３連複票数 計 ４３４７８９ 的中 ��� ６０４４（１７番人気）
３連単票数 計 ７４４２５０ 的中 ��� ２５０５（６０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．５―１３．０―１２．４―１２．３―１２．０―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．３―４９．３―１：０１．７―１：１４．０―１：２６．０―１：３７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
１
３
１１，８（２，９）（１，４，１４）（１２，１３）（６，１０）（３，５，７）・（１１，８）１３（２，４，１２）（１，７）（１０，９）（６，１４，５）－３

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

勝馬の
紹 介

プリュムローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１２．３．１８ 阪神６着

２００９．５．３生 牝３鹿 母 ルナソルウィンク 母母 ワコーチカコ ４戦１勝 賞金 ５，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コーディリア号・ピエモンテ号

１９０４２ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．１
１：４１．７

稍重

不良

３３ ホクセツダンス 牝４栗 ５５ 池添 謙一平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４４８＋ ４１：４６．１ １．８�

８１０ フ ジ チ ャ ン 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 ４７８＋ ６１：４６．７３� ６．０�
１１ � サンタンジェロ 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５６＋ ６１：４６．８� １２２．７�
７８ スターライラック 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 ４６４－ ２１：４６．９クビ ３．９�
６６ ネオザスティング 牝４栗 ５５ 秋山真一郎小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４３４± ０ 〃 クビ ７２．５�
７９ シニスタークイーン 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲菱田 裕二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４３４－１０１：４７．３２� ８．４�
５５ ホワイトアルバム 牝４芦 ５５ 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ５０８－ ４１：４７．４� １０．７	
４４ スリーアルテミス 牝４鹿 ５５ 武 英智永井商事
 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １１９．２�
８１１ クラヴィコード 牝５栗 ５５ 荻野 琢真広尾レース
 小崎 憲 様似 中脇 一幸 ４５８＋ ２１：４７．６１ ７５．０�
２２ ク ナ ン ガ ン 牝５黒鹿５５ 長谷川浩大坂田 行夫氏 土田 稔 日高 いとう牧場 ４７８－ ８１：４８．１３ １５６．０
６７ レアプラチナ 牝３鹿 ５２ 川島 信二松田 整二氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４４６＋ ２１：５０．５大差 １６８．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，７５０，０００円 複勝： ３８，６２４，４００円 枠連： ７，９７１，５００円

馬連： ２５，２８４，５００円 馬単： ２５，６４８，９００円 ワイド： １３，３０８，９００円

３連複： ４１，５３０，４００円 ３連単： ９１，８９１，０００円 計： ２６０，００９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １，３３０円 枠 連（３－８） ４５０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １，６００円 �� ３，９４０円

３ 連 複 ��� ８，６５０円 ３ 連 単 ��� １７，５９０円

票 数

単勝票数 計 １５７５００ 的中 � ７１２０５（１番人気）
複勝票数 計 ３８６２４４ 的中 � ２１１８４７（１番人気）� ２９４０７（４番人気）� ３２９３（８番人気）
枠連票数 計 ７９７１５ 的中 （３－８） １３３６０（２番人気）
馬連票数 計 ２５２８４５ 的中 �� ４２８９６（２番人気）
馬単票数 計 ２５６４８９ 的中 �� ３００４８（２番人気）
ワイド票数 計 １３３０８９ 的中 �� １２６３３（３番人気）�� １９０８（１３番人気）�� ７５０（２７番人気）
３連複票数 計 ４１５３０４ 的中 ��� ３５４６（２２番人気）
３連単票数 計 ９１８９１０ 的中 ��� ３８５６（５４番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．８―１２．７―１３．０―１２．８―１２．７―１２．３―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．６―４２．３―５５．３―１：０８．１―１：２０．８―１：３３．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホクセツダンス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．３．２１ 阪神１着

２００８．４．２７生 牝４栗 母 サイレントラヴ 母母 フアーストラブ １１戦３勝 賞金 ３４，４８２，０００円



１９０４３ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．０
１：０６．５

良

良

２４ メジロツボネ 牝４芦 ５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４４２± ０１：０９．５ ４．８�

４７ サウスビクトル 牡３黒鹿５４ 丸田 恭介南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 ４５４＋ ８１：０９．６� ５．８�
８１６ タツストロング 牡３栗 ５４ 四位 洋文鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４９６＋ ６ 〃 クビ ３．７�
３５ ブリージーデイズ 牡５栗 ５７ 丸山 元気 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４１：０９．７� ２３．７�
６１１� ノッティングガール 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生加藤 信之氏 清水 英克 日高 有限会社
ケイズ ４９６＋１２１：０９．８� ４６．３�

６１２ デイジーバローズ 牝３栗 ５２
４９ ▲菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４２＋ ４ 〃 ハナ １１．６�
８１５ ジョーアカリン 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４３２－ ２ 〃 ハナ ４．３	
７１３ ヤマニンシバルリー 牡４青鹿５７ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４７４－ ２ 〃 ハナ ６０．１

２３ ウインラーニッド 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９６－１０１：０９．９� ２５．３�
３６ マ デ イ ラ 牡３栗 ５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ２１：１０．０クビ ２２．２
４８ フィロパトール 牝３鹿 ５２ 宮崎 北斗高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 ４４８－ ８１：１０．１� ３１．３�
７１４� ボーシュヴァル 牝５青鹿５５ 大野 拓弥道永 幸治氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４７０± ０ 〃 アタマ １２５．５�
５９ クレバーアポロ 牡３栗 ５４ 勝浦 正樹田� 正明氏 小西 一男 むかわ 上水牧場 ４８２± ０１：１０．２クビ ２９．８�
１２ � ジュピタードリーム 牝４鹿 ５５ 荻野 琢真深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ２１４．６�
１１ ヴィーヴァサルーテ 牡６青 ５７ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８＋ ２１：１０．４１� ２０．０�

（１５頭）
５１０ シゲルシバグリ 牡３栗 ５４ 川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，５７５，５００円 複勝： ２７，２３１，６００円 枠連： １０，７９０，９００円

馬連： ２９，２８２，１００円 馬単： ２０，７４９，３００円 ワイド： １５，２２０，７００円

３連複： ４４，９２９，５００円 ３連単： ６９，４７５，３００円 計： ２３３，２５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（２－４） ９５０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ３７０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 ��� ９，７００円

票 数

単勝票数 差引計 １５５７５５（返還計 １０８） 的中 � ２５９９１（３番人気）
複勝票数 差引計 ２７２３１６（返還計 １９４） 的中 � ４９９３４（２番人気）� ３７８９９（４番人気）� ５０７２４（１番人気）
枠連票数 差引計 １０７９０９（返還計 ７ ） 的中 （２－４） ８４５９（４番人気）
馬連票数 差引計 ２９２８２１（返還計 ７０４） 的中 �� １８８６４（３番人気）
馬単票数 差引計 ２０７４９３（返還計 ３７９） 的中 �� ６１８２（１０番人気）
ワイド票数 差引計 １５２２０７（返還計 ４２５） 的中 �� ８００７（４番人気）�� １０５３０（１番人気）�� ７９３８（５番人気）
３連複票数 差引計 ４４９２９５（返還計 ２８０３） 的中 ��� １９７２４（１番人気）
３連単票数 差引計 ６９４７５３（返還計 ５００１） 的中 ��� ５２８９（１０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．３―１１．８―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．１―４５．９―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロツボネ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．８．１５ 新潟７着

２００８．２．１１生 牝４芦 母 メジロルバート 母母 メジロラモーヌ １４戦３勝 賞金 ３４，７７０，０００円
〔出走取消〕 シゲルシバグリ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 デイジーバローズ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。（１４番への進

路影響）

１９０４４ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４日 第８競走 ��
��１，７００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．１
１：４１．７

稍重

不良

４４ ミッキーエール 牡３栗 ５４ 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 ４７０± ０１：４６．５ ４．０�

５５ ドリームネイチヤー 牡５鹿 ５７ 丸山 元気セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４３２－ ２１：４６．７１� １０３．１�
３３ マンハッタンコード 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４８０＋１０１：４６．８� ９．３�
６７ 	 シンワウォッカ 牝３鹿 ５２

４９ ▲菱田 裕二若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 ４７０＋ ８１：４７．０１� ３．０�
８１１ スズカルーセント 牡４鹿 ５７ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４９４＋ ２１：４７．１クビ ４．５�
７１０ ディアフロイデ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４４０－ ２１：４７．５２� １５．７�
７９ カネトシスタチュー 牡３青鹿５４ 柴山 雄一兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 宮内牧場 ４６８＋ ２１：４７．７１� ２５．６	
５６ 	 カネトシテンアップ 牡４鹿 ５７ 黛 弘人米井 勝氏 本田 優 新冠 新冠橋本牧場 ４６８－ ６１：４８．１２� １０２．８

２２ ボンジュールリュウ 牡４栗 ５７

５４ ▲横山 和生田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 武田 修一 B４６０－ ２１：４８．２� １４２．７�
１１ ワンダースピンドル 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４８６－ ２１：４８．６２� ５．４�
８１２ マリエンベルク 牡７栗 ５７ 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ５００± ０１：４９．３４ ５７．９
６８ 
 ブレイドバローズ �４栗 ５７ 川島 信二猪熊 広次氏 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ５２２＋１６１：５３．１大差 ８３．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，７１０，３００円 複勝： ２６，６０８，２００円 枠連： ８，８５６，８００円

馬連： ３２，５５８，７００円 馬単： ２３，１１６，３００円 ワイド： １５，５４９，９００円

３連複： ４３，８９７，７００円 ３連単： ８２，５１７，６００円 計： ２４９，８１５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � １，３９０円 � ２８０円 枠 連（４－５） ９，２４０円

馬 連 �� ２０，６７０円 馬 単 �� ２４，９５０円

ワ イ ド �� ５，１１０円 �� ５６０円 �� ８，２００円

３ 連 複 ��� ３６，７４０円 ３ 連 単 ��� ２２３，０７０円

票 数

単勝票数 計 １６７１０３ 的中 � ３３５１１（２番人気）
複勝票数 計 ２６６０８２ 的中 � ４９６６５（３番人気）� ３８４５（８番人気）� ２４９８３（５番人気）
枠連票数 計 ８８５６８ 的中 （４－５） ７０８（２１番人気）
馬連票数 計 ３２５５８７ 的中 �� １１６３（３７番人気）
馬単票数 計 ２３１１６３ 的中 �� ６８４（５１番人気）
ワイド票数 計 １５５４９９ 的中 �� ７１８（３４番人気）�� ７５１６（５番人気）�� ４４５（４８番人気）
３連複票数 計 ４３８９７７ 的中 ��� ８８２（７７番人気）
３連単票数 計 ８２５１７６ 的中 ��� ２７３（４０９番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．６―１２．６―１３．１―１２．５―１２．９―１２．９―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．９―２９．５―４２．１―５５．２―１：０７．７―１：２０．６―１：３３．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーエール �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神１１着

２００９．３．３１生 牡３栗 母 ナチュラルグレイス 母母 タレンテイドガール ８戦２勝 賞金 １９，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレイドバローズ号は，平成２４年８月８日まで平地競走に出走できない。



１９０４５ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４日 第９競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時１５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

６６ � ナリタボルト 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦�オースミ 加藤 敬二 日高 白井牧場 ４９６＋ ２２：００．７ ３．２�

７７ マイネルヴァルム 牡４青鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４６６± ０２：００．９１� ３．８�

２２ フロールジェナ 牝４鹿 ５５
５２ ▲横山 和生小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４２０－ ２２：０１．６４ ６５．８�

３３ エリモアクアポリス 牝６鹿 ５５ 的場 勇人山本 慎一氏 的場 均 えりも エクセルマネジメント B４８０＋１２ 〃 クビ ４．４�
４４ スターマイン 牡３青 ５４ 川島 信二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０＋１２２：０２．９８ １１．６�
５５ セレブリティ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４８４－ ４２：０３．４３ ５．１�
８８ � ヤマカツクライム 牡４栗 ５７ 小林 徹弥山田 和夫氏 武 宏平 浦河 鮫川 啓一 ５２２± ０２：０３．６１� ８２．３	
１１ ヴァンガード 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００－ ４２：０５．２１０ ７．０


（８頭）

売 得 金

単勝： １７，７０５，０００円 複勝： ２３，１１２，７００円 枠連： 発売なし

馬連： ３６，１２３，６００円 馬単： ２７，１６５，１００円 ワイド： １３，８５８，７００円

３連複： ４４，１４５，７００円 ３連単： １１７，２５８，１００円 計： ２７９，３６８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １，０８０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� １，７４０円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� ７，５１０円 ３ 連 単 ��� ２３，５６０円

票 数

単勝票数 計 １７７０５０ 的中 � ４４３７６（１番人気）
複勝票数 計 ２３１１２７ 的中 � ５４３１４（１番人気）� ４８４３９（３番人気）� ３４４４（７番人気）
馬連票数 計 ３６１２３６ 的中 �� ５６３２２（１番人気）
馬単票数 計 ２７１６５１ 的中 �� ２１０９６（１番人気）
ワイド票数 計 １３８５８７ 的中 �� ２１８５５（１番人気）�� １６８３（１６番人気）�� １４４７（１７番人気）
３連複票数 計 ４４１４５７ 的中 ��� ４３４０（２１番人気）
３連単票数 計１１７２５８１ 的中 ��� ３６７４（８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．８―５９．３―１：１１．７―１：２４．２―１：３６．６―１：４８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．５
１
３
４（１，３）－５，２，７，８，６
４，３（１，５）２，７，８，６

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

勝馬の
紹 介

�ナリタボルト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Crafty Prospector

２００８．２．１９生 牡４鹿 母 ダイワアンジェラ 母母 Mitsubishi Vision １２戦１勝 賞金 ２２，３８０，０００円
初出走 JRA

１９０４６ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４日 第１０競走 ��
��２，６００�

ほっかい

北海ハンデキャップ
発走１４時５０分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．７．９以降２４．７．１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

２：３９．４
２：３７．４

良

良

４４ ユウキソルジャー 牡３鹿 ５３ 吉田 隼人ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ４４２＋ ６２：４０．４ ３．１�

７９ マッキーバッハ 牡７鹿 ５３ 荻野 琢真薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 ４８６± ０２：４０．５� ８．４�
６７ クリノメダリスト 牝６栗 ５１ 伊藤 工真栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４４＋ ８２：４０．６� ６．７�
３３ ジェイケイラン 牝６黒鹿５０ 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５１６＋ ６２：４０．７クビ ２７．６�
７８ � ミッションモード 牡５栗 ５７ 藤田 伸二山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４９４＋ ２２：４０．９１	 ４．２�
１１ ゴーゴーヒュウガ 牡４鹿 ５５ 秋山真一郎永井 啓弍氏 須貝 尚介 新ひだか 北海道静内農業高等学校 ４６０＋ ２２：４１．１１	 ６．２�
８１０ マージービート 牡５栗 ５５ 大野 拓弥 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２ 〃 クビ １３．２	
５５ カリスマミッキー 牡４栗 ５７ 川須 栄彦三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４８８± ０２：４１．３１ １５．８

２２ 
 ケージーカチボシ 牡６鹿 ５２ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５３６＋ ２２：４１．５１� ３８．６�
８１１
 サンレイハスラー 牡６鹿 ５２ 津村 明秀永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ５００＋ ４２：４２．８８ １４７．０�
６６ �
 ホウショウアマネ 牝７芦 ５２ 宮崎 北斗芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８４± ０２：４２．９クビ １７．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，８９４，８００円 複勝： ３１，５６８，９００円 枠連： １２，５５４，２００円

馬連： ５３，７２９，４００円 馬単： ３７，３８８，１００円 ワイド： ２３，３５０，４００円

３連複： ７５，７４８，３００円 ３連単： １５３，４３３，１００円 計： ４０７，６６７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ２４０円 枠 連（４－７） ３７０円

馬 連 �� １，１６０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ５２０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� １０，９００円

票 数

単勝票数 計 １９８９４８ 的中 � ５１３４７（１番人気）
複勝票数 計 ３１５６８９ 的中 � ６６５７４（１番人気）� ３７４９１（４番人気）� ３１２５３（５番人気）
枠連票数 計 １２５５４２ 的中 （４－７） ２５３０５（１番人気）
馬連票数 計 ５３７２９４ 的中 �� ３４２０４（４番人気）
馬単票数 計 ３７３８８１ 的中 �� １５６７５（４番人気）
ワイド票数 計 ２３３５０４ 的中 �� １０６４９（５番人気）�� １１３９９（３番人気）�� ７７４５（１０番人気）
３連複票数 計 ７５７４８３ 的中 ��� ２０８０６（６番人気）
３連単票数 計１５３４３３１ 的中 ��� １０３９３（２４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１２．３―１２．２―１２．７―１２．８―１２．４―１２．４―１２．６―１２．１―１２．２―１１．９―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�
１３．０―２４．３―３６．６―４８．８―１：０１．５―１：１４．３―１：２６．７―１：３９．１―１：５１．７―２：０３．８―２：１６．０―２：２７．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユウキソルジャー �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 オースミタイクーン デビュー ２０１１．７．３１ 函館７着

２００９．４．８生 牡３鹿 母 オースミエルフ 母母 オークアップル ９戦３勝 賞金 ３１，５４０，０００円



１９０４７ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４日 第１１競走 ��
��１，７００�マリーンステークス

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５１�４歳以上５５�，牝馬２�
減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００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

１：４３．１
１：４１．７

稍重

不良

１１ エーシンモアオバー 牡６鹿 ５８ 藤田 伸二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ５０４± ０１：４４．２ ５．０�

２２ アドバンスウェイ 牡６鹿 ５６ 木幡 初広西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ５００＋ ４１：４４．３� ７２．１�
８１０� サクラロミオ 牡７鹿 ５６ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ５０４＋ ６１：４４．４� １５．１�
４４ サ イ オ ン 牡６芦 ５６ 丸田 恭介里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B５０６± ０１：４４．７１� ３．６�
３３ キクノアポロ 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 ５１０－ ２ 〃 ハナ ３．４�
７８ トーホウオルビス 牡７栗 ５７ 柴山 雄一東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５１４－ ２１：４５．６５ ４７．７�
７７ トーセンアドミラル 牡５鹿 ５６ 川須 栄彦島川 	哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１０＋ ４ 〃 ハナ ５．８

６６ プリンセスペスカ 牝６栗 ５４ 長谷川浩大山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４６６＋ ４１：４５．７クビ ４９．２�
５５ サンライズモール 牡５栗 ５６ 三浦 皇成松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４８４± ０１：４６．３３	 ５．５�
８９ � モエレエターナル 牝６鹿 ５３ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 中村 和夫 ４７６＋２４ （競走中止） １７４．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３３，７３２，３００円 複勝： ４７，６２０，２００円 枠連： ２１，８２６，３００円

馬連： １２２，２３４，６００円 馬単： ７７，８２５，４００円 ワイド： ３７，３３７，０００円

３連複： １５０，４４５，８００円 ３連単： ３７５，５７４，９００円 計： ８６６，５９６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２７０円 � １，４６０円 � ３６０円 枠 連（１－２） ９，５４０円

馬 連 �� １５，３７０円 馬 単 �� ２１，７６０円

ワ イ ド �� ３，８１０円 �� １，５１０円 �� ５，１９０円

３ 連 複 ��� ５８，３２０円 ３ 連 単 ��� ３６３，２７０円

票 数

単勝票数 計 ３３７３２３ 的中 � ５３７０９（３番人気）
複勝票数 計 ４７６２０２ 的中 � ５２８９５（５番人気）� ７３４０（９番人気）� ３５６２６（６番人気）
枠連票数 計 ２１８２６３ 的中 （１－２） １６８９（２０番人気）
馬連票数 計１２２２３４６ 的中 �� ５８７１（２８番人気）
馬単票数 計 ７７８２５４ 的中 �� ２６４０（４４番人気）
ワイド票数 計 ３７３３７０ 的中 �� ２３９２（３０番人気）�� ６２４６（１６番人気）�� １７４８（３３番人気）
３連複票数 計１５０４４５８ 的中 ��� １９０４（７８番人気）
３連単票数 計３７５５７４９ 的中 ��� ７６３（３９３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．８―４２．４―５５．０―１：０７．０―１：１９．２―１：３１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．２
１
３
１，８（２，７）（３，９）４（５，６）１０
１，８（２，７，３）（４，６）１０－５，９

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

勝馬の
紹 介

エーシンモアオバー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rubiano デビュー ２００８．１１．２９ 京都２着

２００６．３．３１生 牡６鹿 母 オレゴンガール 母母 Paying Guest ２６戦８勝 賞金 １８４，４４９，０００円
［他本会外：４戦０勝］

〔競走中止〕 モエレエターナル号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。

１９０４８ ７月８日 晴 良 （２４函館２）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�道新スポーツ杯

発走１６時００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
道新スポーツ賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：０８．０
１：０６．５

良

良

４８ シュプリームギフト 牝４青鹿５５ 荻野 琢真 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５８－ ４１：０８．７ １１．８�

３６ � キョウエイバサラ 牡４芦 ５７ 川須 栄彦田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave
Bloodstock ５１０－１６１：０８．９１� ５．４�

５９ シルクブルックリン 牡３黒鹿５４ 吉田 隼人有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 ５５６＋１２１：０９．０クビ ５．８�
１１ トーセンマドローナ 牡６芦 ５７ 藤岡 佑介島川 �哉氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 ５１６＋ ６１：０９．２１� ３４．４�
６１２ ストレイトガール 牝３鹿 ５２ 三浦 皇成廣崎 玲子氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ １１．３�
６１１ ラインアンジュ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ５０２＋ ４１：０９．３クビ ２．７	
７１４ アルーリングライフ 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ２１：０９．５１	 ８．８

２３ リビングプルーフ 牝５鹿 ５５ 黛 弘人吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４６０＋２４ 〃 クビ １５９．７�
２４ 
 マヤノアンズ 牝７鹿 ５５ 秋山真一郎田所 英子氏 庄野 靖志 静内（有）石川牧場 B４５２± ０１：０９．６クビ ９９．３�
８１６ ティムガッド 牡８鹿 ５７ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 保田 一隆 門別 サンシャイン

牧場 ４９６＋ ２１：０９．７� １１８．２
３５ 
 フラワーウィンド 牝６黒鹿５５ 木幡 初広川島 吉男氏 成島 英春 三石 下屋敷牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ ４０．０�
８１５� ナイトアンジェロ 牡５青鹿５７ 大野 拓弥山口 義道氏 萩原 清 愛 Ring Pink

Partnership ５１２－ ２１：０９．８クビ ８．６�
１２ 
 クリノスレンダー 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ４１：０９．９� ２０３．５�
５１０ リッピアピンク 牝６鹿 ５５ 池添 謙一村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４６４± ０１：１０．１１ １７８．７�
４７ サマーコード 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４４０± ０１：１０．２� １８６．２�
７１３ ビップヴィットリオ 牡３黒鹿５４ 丸山 元気鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７８＋ ６ 〃 ハナ ３８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，５６８，１００円 複勝： ５５，３１４，９００円 枠連： ２１，１７６，３００円

馬連： ８３，７５４，９００円 馬単： ５２，５６２，３００円 ワイド： ３６，４３８，３００円

３連複： １１８，０７１，５００円 ３連単： ２２９，２３９，５００円 計： ６３１，１２５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ３４０円 � ２３０円 � ２２０円 枠 連（３－４） ３，０４０円

馬 連 �� ３，７４０円 馬 単 �� ８，５４０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� １，４００円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ６，３８０円 ３ 連 単 ��� ５４，５１０円

票 数

単勝票数 計 ３４５６８１ 的中 � ２３２５３（７番人気）
複勝票数 計 ５５３１４９ 的中 � ３９３８２（６番人気）� ６５５２４（４番人気）� ７２３３８（２番人気）
枠連票数 計 ２１１７６３ 的中 （３－４） ５１５１（１４番人気）
馬連票数 計 ８３７５４９ 的中 �� １６５３７（１５番人気）
馬単票数 計 ５２５６２３ 的中 �� ４５４５（３５番人気）
ワイド票数 計 ３６４３８３ 的中 �� ６１５０（１９番人気）�� ６３３２（１８番人気）�� １２５３５（７番人気）
３連複票数 計１１８０７１５ 的中 ��� １３６６１（２０番人気）
３連単票数 計２２９２３９５ 的中 ��� ３１０４（１８５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１１．６―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．９―４５．５―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．８
３ １５，６（３，８）１６（９，１１）１（５，１２，１３）２（４，１４）７，１０ ４ ・（１５，６）８（３，１６，１１）９（１，１２，１３）（５，１４）（２，４）－７－１０

勝馬の
紹 介

シュプリームギフト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Souvenir Copy デビュー ２０１０．６．２０ 阪神３着

２００８．３．１６生 牝４青鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift １０戦４勝 賞金 ４０，８９８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※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） １頭 スマートムービー号
（非抽選馬） １頭 ロビンフット号

３レース目



（２４函館２）第４日 ７月８日（日曜日） 晴 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 手 当

１９０，６３０，０００円
２，０８０，０００円
５，６８０，０００円
１，２１０，０００円
１７，３１０，０００円
４９，４４２，５００円
３，７１８，０００円
１，３７２，８００円

勝馬投票券売得金
２２４，２２４，６００円
４０５，５２４，６００円
１２１，０１９，６００円
５１１，５０７，２００円
３７３，７２５，９００円
２２５，６９４，８００円
７０９，６６５，７００円
１，４９２，２５５，６００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 ４，０６３，６１８，０００円

総入場人員 ９，１０９名 （有料入場人員 ８，１０９名）


