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１９０４９ ７月１４日 晴 良 （２４函館２）第５日 第１競走 ��
��１，８００�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

１：５１．２
１：４６．６

良

良

６１０ ディーエスタイド 牡２黒鹿５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４９６± ０１：５１．６ ４．２�

１１ ダブルファンタジー 牝２栗 ５４ 岩田 康誠安原 浩司氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 ４８８－ ６１：５１．７� ２．５�
３３ スイングタキオン 牡２栗 ５４ 藤田 伸二平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 ４５２－１２１：５２．２３ １０．２�
８１４ マイネルジェイド 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム ４４２－ ２１：５２．３� １０．５�
４６ ヴ ェ リ ー ヌ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 ４５０＋ ２１：５２．５１� ８７．８�
３４ モ ズ ダ イ コ 牡２黒鹿５４ 荻野 琢真北側 雅司氏 小崎 憲 浦河 大北牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ ３９３．０�
５７ ウインチェイサー 牡２青鹿５４ 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム ５０４－ ６ 〃 ハナ １８４．７	
５８ スプリングシャトル 牡２栗 ５４ 小林 徹弥加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ２０．８

７１１ バッドボーイ 牡２鹿 ５４ 黛 弘人畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４９０－ ２１：５２．６クビ ２４．２�
２２ スリースペシャル 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 ４５８－ ６ 〃 クビ １１８．５�
８１３ レオソルシエール 牝２鹿 ５４ 古川 吉洋田中 博之氏 古賀 慎明 新ひだか 築紫 洋 ４５８－ ８１：５２．９１� １３４．４
４５ マイネルランスタン 牡２栗 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４３６± ０１：５３．０� １７．３�
７１２	 シェーンメーア 牡２青鹿５４ 四位 洋文窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm ５１８＋１２１：５３．４２� ４．１�
６９ コスモジュンレンカ 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 浦河 酒井牧場 ５１２－ ８１：５４．６７ ２５４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，０１３，５００円 複勝： ２７，８０２，４００円 枠連： ５，９０７，６００円

馬連： ２６，７１９，０００円 馬単： ２０，２８０，７００円 ワイド： １４，７７１，４００円

３連複： ４０，０８０，９００円 ３連単： ６６，５３６，８００円 計： ２１６，１１２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（１－６） ５２０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ５３０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ７，７６０円

票 数

単勝票数 計 １４０１３５ 的中 � ２６６８７（３番人気）
複勝票数 計 ２７８０２４ 的中 � ５１０９１（２番人気）� ９５１７０（１番人気）� ２５１２４（５番人気）
枠連票数 計 ５９０７６ 的中 （１－６） ８４８４（１番人気）
馬連票数 計 ２６７１９０ 的中 �� ３８８９５（１番人気）
馬単票数 計 ２０２８０７ 的中 �� １２２８３（２番人気）
ワイド票数 計 １４７７１４ 的中 �� ２０４６０（１番人気）�� ６０４８（７番人気）�� ９１９０（４番人気）
３連複票数 計 ４００８０９ 的中 ��� ２０７７５（３番人気）
３連単票数 計 ６６５３６８ 的中 ��� ６３３３（１８番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１２．２―１３．３―１２．７―１２．３―１２．４―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．４―３６．６―４９．９―１：０２．６―１：１４．９―１：２７．３―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
１
３
１３（５，６）１，１２，７（３，１４）８，１０（２，４，１１）９
１３，６（１，１２）（５，１０）３（７，１４，１１）８（２，４）－９

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

勝馬の
紹 介

ディーエスタイド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１２．７．１ 函館４着

２０１０．２．２５生 牡２黒鹿 母 ラストキッス 母母 ユーワエアメール ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円

１９０５０ ７月１４日 晴 稍重 （２４函館２）第５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）

牝，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 ラインキャメロン 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４２６＋ ２１：４６．９ １３．４�

４５ コスモリボン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B４８４± ０ 〃 クビ ２．１�
３３ クニコチャン 牝３栗 ５４ 伊藤 工真�岡 義雄氏 矢野 英一 新冠 アサヒ牧場 B４４８＋ ４１：４７．２２ １４．６�
５６ テーオーフェアリー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４８８－１６１：４７．６２� ６．０�
８１２ マルヨフレンドリー 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 ４８０－ ２１：４７．７� ３０７．５�
５７ カワカミプレシャス 牝３栗 ５４ 荻野 琢真 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４４８± ０１：４８．１２� ３２．９�
４４ ミスユニバース 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４５２± ０１：４８．４１� ７．２	
７１０ エクスレジェーラ 牝３黒鹿５４ 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム ４６０± ０１：４８．５クビ ５３．９

１１ デンジャラスゲーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一ロイヤルパーク 白井 寿昭 浦河 平成ファーム ４７８－ ４１：４８．９２� ５．８�
６９ ハッピーユーゲント 牝３青鹿５４ 柴山 雄一馬場 幸夫氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４２２＋ ６１：４９．６４ ７０．６�
７１１ シ ャ ン タ ン 牝３栗 ５４ 池添 謙一永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２１：４９．９１� ３５．９
８１３ ギャラクティコ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４４０－ ２１：５０．３２� １９４．６�
６８ トップバゴスター 牝３栗 ５４ 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５６＋ ４１：５０．４� １７．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，１７２，５００円 複勝： ２４，７９１，９００円 枠連： ５，７９４，２００円

馬連： ２０，３０９，４００円 馬単： １７，０１４，７００円 ワイド： １２，２３２，５００円

３連複： ３３，１０６，１００円 ３連単： ５７，１２８，１００円 計： １８２，５４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３２０円 � １２０円 � ４００円 枠 連（２－４） １，１３０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� ３，８１０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １，８７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 ��� ２６，８９０円

票 数

単勝票数 計 １２１７２５ 的中 � ７２１１（５番人気）
複勝票数 計 ２４７９１９ 的中 � １５７００（６番人気）� ８３０４８（１番人気）� １１９０４（７番人気）
枠連票数 計 ５７９４２ 的中 （２－４） ３８０７（６番人気）
馬連票数 計 ２０３０９４ 的中 �� １１８１７（５番人気）
馬単票数 計 １７０１４７ 的中 �� ３３０３（１２番人気）
ワイド票数 計 １２２３２５ 的中 �� ７３７２（４番人気）�� １４６６（２３番人気）�� ６５７１（６番人気）
３連複票数 計 ３３１０６１ 的中 ��� ７７６０（１０番人気）
３連単票数 計 ５７１２８１ 的中 ��� １５６８（８８番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１２．１―１２．８―１２．６―１２．８―１２．８―１２．７―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．９―４２．７―５５．３―１：０８．１―１：２０．９―１：３３．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラインキャメロン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．９．１０ 阪神８着

２００９．３．２３生 牝３黒鹿 母 オートサンデー 母母 ヤマヒサエオリア ８戦１勝 賞金 ５，２９０，０００円
〔その他〕 トップバゴスター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トップバゴスター号は，平成２４年８月１４日まで出走できない。

第２回 函館競馬 第５日



１９０５１ ７月１４日 晴 稍重 （２４函館２）第５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 アポロパックマン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 むかわ 真壁 信一 ４８８± ０ ５８．８ ２．４�

３３ � クルージンミジー 牝３芦 ５４ 大野 拓弥吉田 和美氏 安田 隆行 米
Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

４９０－ ２ 〃 クビ ２．８�
２２ � マスターエクレール 牝３黒鹿５４ 津村 明秀�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm ４９０＋１８ ５８．９クビ ７５．６�
５６ 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 ５０６－ ８ ５９．６４ ７．９�
６８ ウエスタンスマイル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム ５３８＋ ６ 〃 クビ １８．８�
８１１ ニホンピロプアラニ 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 ４８６± ０ ５９．７クビ １０．８�
７１０� ウエストヒューモア 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真加藤 守氏 矢作 芳人 米 Maynard Farm

& B. A. Man, Inc. ４４４－２４１：００．０２ １３．８	
１１ バトルマグマ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成宮川 秋信氏 矢作 芳人 新ひだか 片山牧場 ４６２＋ ６１：００．５３ １７．４

５５ オーノシシャモ 牡３青鹿５６ 長谷川浩大大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 中村 和夫 ４８２＋ ６ 〃 クビ ４１．１�
６７ スズカロイス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲横山 和生永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B４７０－ ２１：０１．０３ １４０．３�
７９ シアワセノオウジ 牡３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二杉本 豊氏 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４４＋ ２ 〃 クビ ８７．８

８１２� フェザーステップ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一�リーヴァ 田島 俊明 米 Padua Sta-
bles, LLC ４３６－ ４１：０１．２� ４６．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，７３５，８００円 複勝： ２８，００３，４００円 枠連： ６，９４８，５００円

馬連： ２５，０５５，９００円 馬単： ２０，４６０，３００円 ワイド： １２，７１５，９００円

３連複： ４０，５５５，７００円 ３連単： ６８，１２８，２００円 計： ２１６，６０３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １，２９０円 枠 連（３－４） ２４０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド �� １６０円 �� １，９２０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ３，９７０円 ３ 連 単 ��� １４，７７０円

票 数

単勝票数 計 １４７３５８ 的中 � ４８５８３（１番人気）
複勝票数 計 ２８００３４ 的中 � ７９７８３（１番人気）� ６９２９２（２番人気）� ２９７９（１１番人気）
枠連票数 計 ６９４８５ 的中 （３－４） ２１７７８（１番人気）
馬連票数 計 ２５０５５９ 的中 �� ７７２２３（１番人気）
馬単票数 計 ２０４６０３ 的中 �� ２８５９８（２番人気）
ワイド票数 計 １２７１５９ 的中 �� ２９６６８（１番人気）�� １２６９（２５番人気）�� １４５３（２３番人気）
３連複票数 計 ４０５５５７ 的中 ��� ７５５３（９番人気）
３連単票数 計 ６８１２８２ 的中 ��� ３４０６（３５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．６―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．４―４６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３６．０
３ ２，６（３，１１）（４，１２）５，１（８，９）７，１０ ４ ・（２，６）３（４，１１）（８，５）（１，１２）－９（７，１０）

勝馬の
紹 介

アポロパックマン �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．７．１６ 新潟１０着

２００９．５．１５生 牡３黒鹿 母 ハイフレンドハント 母母 スターカチドキ ８戦１勝 賞金 ９，１００，０００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。
（非抽選馬） １頭 ボナンザ号

１９０５２ ７月１４日 晴 稍重 （２４函館２）第５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

５６ クリノハナミチ 牡３栗 ５６ 村田 一誠栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ５００＋ ６１：４６．８ ７．３�

８１２ 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± ０１：４７．１２ ４．１�
１１ ラブトゥオール 牡３黒鹿５６ 丸山 元気安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４６０－ ４１：４７．４１� ４．３�
８１３ ヒラボクジャパン 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９４＋ ２１：４７．７１� ７２．１�
７１１ リリーアタッカー 牡３栗 ５６ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 ４５８－ ６１：４８．０２ ３．２�
６９ エムオーキャプテン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 ４８０＋ ６１：４８．２� ３９．０�
２２ トウカイレックス 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥内村 正則氏 安田 隆行 浦河 吉田 又治 ４６０－ ２１：４８．３� ５５．３	
５７ キタノハヤブサ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 B５００－ ８１：４８．７２� １９．７

７１０ トウカイマルシェ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４８０± ０１：４９．０２ １７．０�
６８ ミ ヒ ロ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B４４０＋ ４１：４９．１クビ ９４．４�
４５ ラ ウ レ ア 牝３栗 ５４ 松田 大作岡 浩二氏 大根田裕之 浦河 福田牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ ２０４．８
４４ フ ェ ミ ニ ン 牝３芦 ５４ 吉田 隼人水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４３２± ０１：４９．２� ７．０�

（１２頭）
３３ キャプテンジャパン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠青山 洋一氏 村山 明 新冠 追分ファーム ５０４＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ９，８７４，４００円 複勝： １７，３８１，８００円 枠連： ４，９７０，５００円

馬連： １５，８１１，１００円 馬単： １１，４０８，０００円 ワイド： ９，４４３，１００円

３連複： ２０，６８６，４００円 ３連単： ３４，８３０，６００円 計： １２４，４０５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（５－８） ８８０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ３８０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� １１，６７０円

票 数

単勝票数 差引計 ９８７４４（返還計 １０４９０） 的中 � １０６６０（５番人気）
複勝票数 差引計 １７３８１８（返還計 １４６４９） 的中 � ２２０２７（４番人気）� ３４４３７（２番人気）� ２８６５０（３番人気）
枠連票数 差引計 ４９７０５（返還計 １０９３０） 的中 （５－８） ４２１２（４番人気）
馬連票数 差引計 １５８１１１（返還計 ４１２１０） 的中 �� ９１５７（５番人気）
馬単票数 差引計 １１４０８０（返還計 ２８７８８） 的中 �� ２８７３（１１番人気）
ワイド票数 差引計 ９４４３１（返還計 ２０３２６） 的中 �� ４３７５（８番人気）�� ６３３９（４番人気）�� ６８７３（３番人気）
３連複票数 差引計 ２０６８６４（返還計 ９２４５０） 的中 ��� ９７７４（４番人気）
３連単票数 差引計 ３４８３０６（返還計１４００６３） 的中 ��� ２２０４（２７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．２―４２．８―５５．８―１：０８．６―１：２１．４―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

クリノハナミチ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１２．２．１２ 東京１４着

２００９．５．１８生 牡３栗 母 レディコスマー 母母 ロイヤルコスマー ７戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔競走除外〕 キャプテンジャパン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕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 イッセイダイヤ号



１９０５３ ７月１４日 晴 良 （２４函館２）第５日 第５競走 ��
��１，２００�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

１：０８．０
１：０６．５

良

良

７１４ ウインドグラス 牡３鹿 ５６
５３ ▲菱田 裕二福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 ４８８＋ ６１：１０．５ ５．７�

３６ ツキミハナミ 牡３芦 ５６ 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ １４．９�
１１ タマモカフェゼリー 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４５８－ ２ 〃 クビ ４６．９�
６１２ ハナズルナピエナ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム ４２４－ ４１：１０．６クビ １．８�
２３ ウエスタンビバ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人西川 賢氏 中野 栄治 新ひだか ウエスタンファーム ４３０－１０１：１０．７� ３８．１�
２４ オリエンタルポリー 牝３鹿 ５４ 黛 弘人棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B４５４－ ８１：１０．８クビ ２２１．１�
３５ クレバーブレード 牡３鹿 ５６ 木幡 初広田	 正明氏 石毛 善彦 日高 大江牧場 ４３０＋ ４ 〃 ハナ ３６．７

７１３ ブレイムレスリー �３鹿 ５６ 岩田 康誠�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８＋ ２ 〃 クビ ５．９�
４８ フェレンベルグ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�樽さゆり氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド ４２８± ０１：１０．９� １２．１�
１２ ショウナンアマダス 牡３鹿 ５６ 松田 大作国本 哲秀氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 ４９２－１６１：１１．０クビ １４５．８
６１１ アクアブルーライト 牡３鹿 ５６ 武 豊佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４９０＋１２１：１１．１� １４．３�
５１０ マイネマキアージュ 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４２０± ０ 〃 アタマ １１３．４�
８１５ リトルビッグマン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 友田牧場 ４４４＋ ４１：１１．５２� ２６．５�
８１６ スターインザライト 牝３栗 ５４ 五十嵐冬樹星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４０４± ０１：１１．８１� ５６３．２�

（北海道）

５９ キョウワアリス 牝３青鹿５４ 大野 拓弥�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４３０－ ８１：１２．１２ ２５３．８�
４７ スイートアルメリア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４３８＋ ２１：１２．２� １６２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２２４，７００円 複勝： ２９，３４２，７００円 枠連： ８，５００，５００円

馬連： ２６，８５８，９００円 馬単： ２０，４１６，３００円 ワイド： １５，４０２，６００円

３連複： ３８，３８１，４００円 ３連単： ７１，３３３，７００円 計： ２２７，４６０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２００円 � ４２０円 � １，０００円 枠 連（３－７） １，８３０円

馬 連 �� ４，３１０円 馬 単 �� ８，５３０円

ワ イ ド �� １，５００円 �� ２，８９０円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� ３４，３４０円 ３ 連 単 ��� １５３，４９０円

票 数

単勝票数 計 １７２２４７ 的中 � ２４００６（２番人気）
複勝票数 計 ２９３４２７ 的中 � ４９０４８（２番人気）� １７５０７（５番人気）� ６４４０（１０番人気）
枠連票数 計 ８５００５ 的中 （３－７） ３４３７（７番人気）
馬連票数 計 ２６８５８９ 的中 �� ４６０７（１４番人気）
馬単票数 計 ２０４１６３ 的中 �� １７６８（２７番人気）
ワイド票数 計 １５４０２６ 的中 �� ２５７１（１７番人気）�� １３０３（３０番人気）�� １１２８（３５番人気）
３連複票数 計 ３８３８１４ 的中 ��� ８２５（８６番人気）
３連単票数 計 ７１３３３７ 的中 ��� ３４３（３８２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１２．０―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．３―４６．３―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３６．２
３ ４，１４，２（１，１１）（３，６，１２）（８，１０，１３）（５，１５）９，７－１６ ４ ・（４，１４）（２，１１）（１，１２）（３，８，６，１３）（５，１０）１５，９（７，１６）

勝馬の
紹 介

ウインドグラス �
�
父 ザッツザプレンティ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２０１１．１１．２０ 京都１８着

２００９．４．２７生 牡３鹿 母 ウインドスイープ 母母 ポトマツクチエリー １３戦１勝 賞金 １２，１４０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 カルミアムーン号・シルバーヒリュウ号・スリーサンハーツ号・ツカサハピネス号・マスターキワミ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１９０５４ ７月１４日 曇 稍重 （２４函館２）第５日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

８１３ ミッキーバルーン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠野田みづき氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４７２＋ ２１：４６．３ １．２�

２２ マスターミニスター 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 ４３０－ ４１：４８．０大差 ６９．３�
６８ 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 ４４４＋ ２１：４８．１� １２．３�
６９ セトノアイガー 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５１０＋ ６１：４８．２� １１．５�
５６ ウォーターカリブ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 ４８８＋ ６１：４８．３� ４１．６�
４５ シアワセノカネ 牡３栗 ５６ 川島 信二キャピタルクラブ 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４８６－ ６１：４８．５１� １８１．１�
７１０ ボ ル ド レ 牡３芦 ５６ 三浦 皇成青芝商事� 羽月 友彦 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６＋１４１：４８．６クビ ３７．０	
７１１ 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 ５０２－ ４ 〃 クビ ３７．４�
１１ チュウワダンサー 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介中西 忍氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６１：４８．８� ７４．９�
５７ レオアクトレス 牝３栗 ５４ 黛 弘人田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 金成吉田牧場 ４６８＋ ２１：４８．９� １５．８
３３ ペッシュボンボン 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二伊達 大雄氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４４６± ０１：４９．２２ １９８．１�
４４ シンチノクリチャン 牝３栗 ５４ 服部 茂史栗本 博晴氏 新開 幸一 平取 コアレススタッド B４３２＋ ６１：４９．９４ ８５．９�

（北海道）

８１２ エピクリオス �３鹿 ５６ 五十嵐冬樹日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ５００± ０１：５０．０� ５８．２�
（北海道）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，９１１，２００円 複勝： ４９，２１０，４００円 枠連： ８，４６２，２００円

馬連： １９，９５３，０００円 馬単： ２４，２０３，０００円 ワイド： １３，３３５，２００円

３連複： ３３，２５７，３００円 ３連単： ８４，６４６，９００円 計： ２４９，９７９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � ６２０円 � ２３０円 枠 連（２－８） ２，１８０円

馬 連 �� １，９３０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ２６０円 �� ２，８７０円

３ 連 複 ��� ４，８２０円 ３ 連 単 ��� １６，６４０円

票 数

単勝票数 計 １６９１１２ 的中 � １１８８０９（１番人気）
複勝票数 計 ４９２１０４ 的中 � ３３３３８５（１番人気）� ７２５４（８番人気）� ２５８０４（４番人気）
枠連票数 計 ８４６２２ 的中 （２－８） ２８７４（６番人気）
馬連票数 計 １９９５３０ 的中 �� ７６４３（８番人気）
馬単票数 計 ２４２０３０ 的中 �� ７１９８（９番人気）
ワイド票数 計 １３３３５２ 的中 �� ３８０３（９番人気）�� １５２２６（２番人気）�� １０００（２６番人気）
３連複票数 計 ３３２５７３ 的中 ��� ５０９８（１８番人気）
３連単票数 計 ８４６４６９ 的中 ��� ３７５６（５３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３０．３―４３．２―５６．０―１：０８．５―１：２１．１―１：３３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．８
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーバルーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．１３ 京都１３着

２００９．４．８生 牡３栗 母 ホワイトタスク 母母 ロイヤルティアラ ５戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔その他〕 エピクリオス号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１９０５５ ７月１４日 曇 稍重 （２４函館２）第５日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０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

５７．７
５７．１

重

稍重

４４ ド ナ リ サ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７６＋ ６ ５８．５ ７０．０�

７１０� コーリンハッピー 牝４芦 ５５ 宮崎 北斗伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 ４７８＋ ６ ５９．０３ ３．８�
２２ � キクノベリータ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４６０＋ ４ ５９．１� ２６．０�
６７ トップフライアー 牡３青鹿 ５４

５１ ▲横山 和生井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 ４９２＋ ４ ５９．２クビ ４．０�
３３ カネトシファイター 牡４栗 ５７ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４８０－ ４ ５９．６２� １３．０�
５６ モリトブイコール �４栗 ５７ 丸山 元気石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 ４７６＋ ４ ５９．７クビ １３．２�
８１１ リュウシンヒーロー 牡４鹿 ５７ 木幡 初広桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４ 〃 ハナ ４５．３	
１１ カプリースレディー 牝４鹿 ５５ 服部 茂史 
杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２８＋ ４ ５９．９１� ８９．５�

（北海道）

５５ ケイアイセイラ 牝３栗 ５２ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 ４７２＋ ３１：００．０� ９２．０
８１２ ヤマニンラレーヌ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６０＋１０１：００．２１� ７．３�
７９ メイショウフォロー 牡３鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 ４８０＋１８１：００．４１� ６．１�
６８ � サクラデスティニー 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４８４－ ２１：００．７２ ５．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，４３４，２００円 複勝： ２１，５９１，１００円 枠連： ８，１５０，２００円

馬連： ２４，６９１，２００円 馬単： ２０，３５５，２００円 ワイド： １２，７７４，１００円

３連複： ３７，３５６，３００円 ３連単： ６７，１８５，２００円 計： ２０５，５３７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，０００円 複 勝 � １，３００円 � １５０円 � ６３０円 枠 連（４－７） ８，０１０円

馬 連 �� １５，５７０円 馬 単 �� ４６，６６０円

ワ イ ド �� ３，０５０円 �� ８，９６０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ８０，１５０円 ３ 連 単 ��� ７７４，７３０円

票 数

単勝票数 計 １３４３４２ 的中 � １５１３（１０番人気）
複勝票数 計 ２１５９１１ 的中 � ３３４１（１０番人気）� ５４２０９（１番人気）� ７３３７（８番人気）
枠連票数 計 ８１５０２ 的中 （４－７） ７５１（１６番人気）
馬連票数 計 ２４６９１２ 的中 �� １１７１（３６番人気）
馬単票数 計 ２０３５５２ 的中 �� ３２２（８４番人気）
ワイド票数 計 １２７７４１ 的中 �� １０２４（３４番人気）�� ３４３（５７番人気）�� ２５６７（１７番人気）
３連複票数 計 ３７３５６３ 的中 ��� ３４４（１４４番人気）
３連単票数 計 ６７１８５２ 的中 ��� ６４（９３２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．５―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．７―３４．２―４６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ナ リ サ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．１０．１６ 東京３着

２００８．５．４生 牝４鹿 母 シャトーサファイア 母母 コロラドブルー ２１戦２勝 賞金 ２０，５１０，０００円
※カネトシファイター号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１９０５６ ７月１４日 晴 良 （２４函館２）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０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

１１ ピエナアプローズ 牝３黒鹿５２ 秋山真一郎本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７６－ ２１：０９．５ ３．４�

２４ スガノパフィオ 牝３芦 ５２ 三浦 皇成�テシオ 矢野 英一 日高 モリナガファーム ４５２＋ ２１：０９．７１� １０．４�
３５ アーベントロート 牝３黒鹿５２ 吉田 隼人 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４２８＋１０１：０９．８� ８．７�
５１０� バクシンクリチャン 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥栗本 博晴氏 高市 圭二 平取 コアレススタッド ４４６＋ ４１：１０．１１� １４．６�
４８ ベストブルーム 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４５２－ ８１：１０．３１� ３８．６�
２３ エクスクライム 牡３栗 ５４ 川須 栄彦前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 ４３８－ ２ 〃 ハナ ３０．３�
１２ � ティルトウイング 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４３６＋ ６１：１０．４� ９６．６	
７１４ 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± ０ 〃 アタマ ９．５�
４７ ラバーフロー 牡４栗 ５７ 松山 弘平 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム ４３２－ ２１：１０．５� ５４．７�
６１２ カナエチャン 牝４青鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二長井 純一氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ６７．５
８１５ ケイツーノース 牝５栗 ５５ 柴山 雄一楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ５１２＋ ４ 〃 アタマ ２２．４�
５９ � サンライズサルーテ 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４４２± ０１：１０．７１� ３．２�
６１１ ティンクルチャーミ 牝５芦 ５５ 五十嵐冬樹 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム ４２４－１０ 〃 ハナ ２６０．４�

（北海道）

８１６ タイキブルース 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４６２－ ２１：１１．１２� １０．２�

３６ ネオエピック 牡５青鹿５７ 川島 信二小林 仁幸氏 田所 秀孝 新ひだか 元道牧場 B４２８＋ ２１：１１．３１� ２０１．７�
７１３ メジロガストン 牡７青鹿５７ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５００－ ２１：１１．４� ６５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３５４，３００円 複勝： ２５，６０３，８００円 枠連： ９，８４０，６００円

馬連： ２９，１９５，１００円 馬単： １９，３６７，５００円 ワイド： １４，４０３，６００円

３連複： ４１，１５０，２００円 ３連単： ６７，０５３，３００円 計： ２２２，９６８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １９０円 � ３３０円 � ３３０円 枠 連（１－２） １，７７０円

馬 連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ６２０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ４，７１０円 ３ 連 単 ��� ２２，３００円

票 数

単勝票数 計 １６３５４３ 的中 � ３８５３６（２番人気）
複勝票数 計 ２５６０３８ 的中 � ４１３２４（２番人気）� １９２７４（５番人気）� １８６５２（６番人気）
枠連票数 計 ９８４０６ 的中 （１－２） ４１１３（８番人気）
馬連票数 計 ２９１９５１ 的中 �� １０４３６（９番人気）
馬単票数 計 １９３６７５ 的中 �� ４２３３（８番人気）
ワイド票数 計 １４４０３６ 的中 �� ４７４８（８番人気）�� ５９９８（５番人気）�� ２３１２（１５番人気）
３連複票数 計 ４１１５０２ 的中 ��� ６４５６（１０番人気）
３連単票数 計 ６７０５３３ 的中 ��� ２２２０（４３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．３―１１．７―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．５―４６．２―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．０
３ １，１０（３，４，９）（２，８）５（１４，１２）（７，１５）１３，１１（６，１６） ４ １（１０，４）（３，９）（５，８）２，１４－（７，１２，１５）１１（１６，１３）－６

勝馬の
紹 介

ピエナアプローズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．６．２６ 阪神２着

２００９．４．１６生 牝３黒鹿 母 ピエナマーメイド 母母 グリンパサー ５戦２勝 賞金 １４，６００，０００円
〔制裁〕 カナエチャン号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）
※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。
（非抽選馬） ２頭 オビーディエント号・デイジーバローズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１９０５７ ７月１４日 晴 稍重 （２４函館２）第５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 ７，２００，０００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

６９ トミケンアルドール 牡３栗 ５４ 川須 栄彦冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新冠 タニグチ牧場 ４７６－ ４１：４５．４ ２．０�

５７ デルマエビス 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４６２－ ２ 〃 クビ １７．２�
８１３ ジ ャ ン ナ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０＋ ４１：４５．５� ３．４�
４４ � エルヘイロー 牡４黒鹿５７ 武 豊黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ４９２＋１０１：４５．８２ １５．６�
３３ チャームドライフ 牡５黒鹿５７ 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４７０± ０１：４５．９クビ ４１．８�
４５ ウイニングサルート 牡３栗 ５４ 藤田 伸二�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０＋ ８１：４６．０� ７．９�
６８ ハタノゼフィロス 牡４栗 ５７ 柴山 雄一 	グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７４－ ２１：４６．１� ２６．９

８１２ ファンキータウン 牡４芦 ５７ 黛 弘人吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 土田農場 ５３２－ ４１：４６．２� ２１．４�
１１ トーセンヤッテキタ 牡５栗 ５７ 的場 勇人島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５２４＋ ６１：４６．５２ ３９．１
５６ � モウカリマッカー 牡４鹿 ５７ 服部 茂史疾風組合 大和田 成 新冠 川越 省蔵 ４６２＋１０１：４６．６� １１６．７�

（北海道）

７１１� リバースターリング 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 ４８６＋ ４１：４６．８１� １６４．２�
２２ ナイスヘイロー 	３青鹿５４ 池添 謙一菅藤 宗一氏 昆 貢 浦河 野表 俊一 ４５４－ ８１：４７．５４ ２３．４�
７１０ プルーフポジティブ 牡３黒鹿５４ 長谷川浩大山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４７４＋ ２１：４８．６７ ８６．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，４０８，７００円 複勝： ４１，８５５，６００円 枠連： １２，２４４，６００円

馬連： ３８，２０４，０００円 馬単： ２９，３１１，１００円 ワイド： １９，０３２，７００円

３連複： ５９，４８５，９００円 ３連単： １０６，８１６，７００円 計： ３２７，３５９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １３０円 枠 連（５－６） １，５３０円

馬 連 �� １，６５０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド �� ４５０円 �� １７０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� ９，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２０４０８７ 的中 � ８３８１４（１番人気）
複勝票数 計 ４１８５５６ 的中 � １８７５２３（１番人気）� １６２１５（７番人気）� ８２８２９（２番人気）
枠連票数 計 １２２４４６ 的中 （５－６） ５９１９（４番人気）
馬連票数 計 ３８２０４０ 的中 �� １７１６１（５番人気）
馬単票数 計 ２９３１１１ 的中 �� ９０４６（７番人気）
ワイド票数 計 １９０３２７ 的中 �� ９３７４（４番人気）�� ３７０８６（１番人気）�� ３９３１（１４番人気）
３連複票数 計 ５９４８５９ 的中 ��� ３１１２２（４番人気）
３連単票数 計１０６８１６７ 的中 ��� ８５２２（２２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１１．６―１２．６―１３．０―１２．４―１２．３―１２．６―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．７―４２．３―５５．３―１：０７．７―１：２０．０―１：３２．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンアルドール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１２．２．１１ 京都４着

２００９．５．２１生 牡３栗 母 エリモインプレス 母母 エリモエキスプレス ５戦２勝 賞金 １８，９００，０００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。
（非抽選馬） １頭 ジャマイカラー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１９０５８ ７月１４日 晴 良 （２４函館２）第５日 第１０競走 ��
��２，６００�

よ こ つ だ け

横 津 岳 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３９．４
２：３７．４

良

良

２２ � コモノドラゴン 牡４栗 ５７ 三浦 皇成永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ４７６－ ４２：４５．４ ３９．６�

６６ バンスタンウォルツ �４鹿 ５７ 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７２± ０ 〃 ハナ １０．１�
５５ ククイナッツレイ 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ６２：４５．５	 ４．８�
７７ アクアブルーフライ 牡５栗 ５７ 武 豊佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４９８－ ４ 〃 クビ ３．５�
３３ クリノメダリスト 牝６栗 ５５ 吉田 隼人栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４６＋ ２２：４５．７１ ５．４�
１１ ナリタポセイドン 牡３鹿 ５４ 池添 謙一�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６２：４５．９１
 ５．４�
４４ アドマイヤネアルコ 牡４芦 ５７ 川須 栄彦近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ５．０	
８９ ガッテンキャンパス 牡３鹿 ５４ 木幡 初広栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ４５６＋ ４２：４６．３２	 ２０．８

８１０ パリソワール 牡３栗 ５４ 丸山 元気丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３０＋ ４ 〃 ハナ ６１．６�
７８ � ガリンペイロ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠内藤 好江氏 浅野洋一郎 新冠 競優牧場 ４７４－ ２２：４８．５大差 １３５．９�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２２，３８９，４００円 複勝： ３５，９３３，５００円 枠連： ９，７５９，５００円

馬連： ４５，０５８，５００円 馬単： ３４，５６５，６００円 ワイド： ２０，５４８，２００円

３連複： ６３，１１６，２００円 ３連単： １３７，１８８，８００円 計： ３６８，５５９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９６０円 複 勝 � １，１００円 � ３７０円 � ２３０円 枠 連（２－６） １５，７００円

馬 連 �� １５，３４０円 馬 単 �� ３２，７１０円

ワ イ ド �� ３，７２０円 �� ３，０２０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １９，５９０円 ３ 連 単 ��� ２１０，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２２３８９４ 的中 � ４４５９（８番人気）
複勝票数 計 ３５９３３５ 的中 � ７２４０（８番人気）� ２５９４４（６番人気）� ４８５４３（４番人気）
枠連票数 計 ９７５９５ 的中 （２－６） ４５９（２９番人気）
馬連票数 計 ４５０５８５ 的中 �� ２１６８（３１番人気）
馬単票数 計 ３４５６５６ 的中 �� ７８０（６２番人気）
ワイド票数 計 ２０５４８２ 的中 �� １３２３（２８番人気）�� １６４２（２５番人気）�� ６４６７（１０番人気）
３連複票数 計 ６３１１６２ 的中 ��� ２３７８（５０番人気）
３連単票数 計１３７１８８８ 的中 ��� ４８０（３７３番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．６―１３．４―１３．３―１３．５―１２．９―１２．９―１３．１―１２．９―１２．０―１１．７―１１．７―１２．２

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―３９．２―５２．５―１：０６．０―１：１８．９―１：３１．８―１：４４．９―１：５７．８―２：０９．８―２：２１．５―２：３３．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�コモノドラゴン 
�
父 アグネスタキオン 

�
母父 サツカーボーイ

２００８．３．２６生 牡４栗 母 ティコティコタック 母母 ワンアイドバンブー ６戦１勝 賞金 ９，９３８，０００円
初出走 JRA



１９０５９ ７月１４日 晴 良 （２４函館２）第５日 第１１競走 ��
��１，２００�第４４回函館２歳ステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
北海道知事賞（１着）

賞 品
本 賞 ３０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ７，５００，０００円 ４，５００，０００円 ３，０００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（１着） � コースレコード

中央レコード

１：０９．５
１：０７．８

良

良

１１ ストークアンドレイ 牝２芦 ５４ 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 ４６６＋ ４１：１０．４ ５．１�

３６ コスモシルバード 牡２芦 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 平取 二風谷ファーム ４８６－ ２ 〃 クビ １３．０�
６１１ ティーハーフ 牡２栗 ５４ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３２－１０１：１０．５クビ ４．５�
４７ ロ ゴ タ イ プ 牡２黒鹿５４ 村田 一誠吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４７２－ ２ 〃 ハナ ７１．１�
１２ アットウィル 牡２栗 ５４ 岩田 康誠宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４７４－ ２１：１０．６� ３．４�
２４ トルークマクト 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４２８＋ ８１：１０．７� ２０．６�
３５ コナブリュワーズ 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５０－ ８１：１０．８� １４．７	
７１４ ジーブラック 牝２芦 ５４ 丸山 元気
グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ４１：１１．１�＋１� １９．９�
８１６� シーギリヤガール 牝２栗 ５４ 五十嵐冬樹�新生ファーム 斉藤 正弘 日高 新生ファーム ４４２－ ２１：１１．３１� ３３．３�

（北海道） （北海道）

２３ タガノハピネス 牝２鹿 ５４ 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４４０± ０ 〃 クビ ２５．０

４８ ローガンサファイア 牝２鹿 ５４ 松田 大作 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４３２－１４ （降着） ８．４�
８１５� ミ ー タ ロ ー 牡２栗 ５４ 服部 茂史小林 祥晃氏 田中 淳司 新ひだか 静内酒井牧場 ４６６± ０１：１１．８３ ６２．０�

（北海道） （北海道）

５９ エターナルムーン 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 �桁牧場 ４４４－ ４１：１１．９	 ６２．７�
７１３ イーサンヘイロー 牡２黒鹿５４ 四位 洋文国本 勇氏 大和田 成 日高 沖田牧場 ４４６＋ ４１：１２．６４ １０１．１�
６１２ タイセイロバリー 牡２青鹿５４ 勝浦 正樹田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 本桐牧場 ４７４＋ ４１：１２．８１ ２５．４�
５１０ ディアセルヴィス 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 ４４６＋ ６１：１４．４１０ ７１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８４，３８９，０００円 複勝： １２６，５４８，６００円 枠連： ６７，５３８，８００円

馬連： ２７４，５７１，９００円 馬単： １３７，５４６，５００円 ワイド： ９６，１１３，８００円

３連複： ３６７，９５３，０００円 ３連単： ６４７，１２１，２００円 計： １，８０１，７８２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � ３４０円 � １９０円 枠 連（１－３） ６８０円

馬 連 �� ３，２８０円 馬 単 �� ６，５６０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� ７００円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ７，９４０円 ３ 連 単 ��� ５０，６１０円

票 数

単勝票数 計 ８４３８９０ 的中 � １３１２１２（３番人気）
複勝票数 計１２６５４８６ 的中 � １７４３５５（３番人気）� ８４２７７（５番人気）� １９２１８４（２番人気）
枠連票数 計 ６７５３８８ 的中 （１－３） ７３９５７（２番人気）
馬連票数 計２７４５７１９ 的中 �� ６１７９６（９番人気）
馬単票数 計１３７５４６５ 的中 �� １５４７４（１９番人気）
ワイド票数 計 ９６１１３８ 的中 �� ２３７８３（１０番人気）�� ３４８４１（４番人気）�� ２４６３９（９番人気）
３連複票数 計３６７９５３０ 的中 ��� ３４２２１（２０番人気）
３連単票数 計６４７１２１２ 的中 ��� ９４３８（１３５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．４―１２．１―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．１―４６．２―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．３
３ ４（９，１０，１１）（３，８）（５，７，１６）（１，６，１２）２－１３（１４，１５） ４ ４（３，９，１１）（８，１０，５，７，１６）２（１，６，１２）－（１４，１３）１５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストークアンドレイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１２．６．９ 函館１着

２０１０．２．２２生 牝２芦 母 ジョイオブフライト 母母 Skillful Joy ２戦２勝 賞金 ３７，５８１，０００円
〔降着〕 ローガンサファイア号は，８位〔タイム１分１０秒９，着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して

「タガノハピネス」号の走行を妨害したため１１着に降着。（その他９番・２番への進路影響）
〔制裁〕 ローガンサファイア号の騎手松田大作は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成２４年７月２１日から

平成２４年７月２９日まで騎乗停止。
※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 モンサンスピカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１９０６０ ７月１４日 晴 良 （２４函館２）第５日 第１２競走 ��
��２，０００�

や く も

八 雲 特 別
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
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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

５７ � サクラボールド 牡５栗 ５７ 武 豊�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４６４± ０２：０１．９ ２２．３�

１１ シーキングフェイム 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４７６－ ２２：０２．２１� １１．５�

４６ サトノシュレン 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 ４７８－ ４２：０２．４１	 １．６�
８１３ ノヴァグロリア 牡４鹿 ５７ 松田 大作 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８０＋ ８ 〃 ハナ ４７．９�
８１４ ラ ロ メ リ ア 
４鹿 ５７ 吉田 隼人 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ６２：０２．６１ ９．６�
３３ ラヴェルソナタ 牡４鹿 ５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５２６± ０２：０２．８１� ７．５	
４５ デュリュクス 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 ４４０＋ ２ 〃 クビ ６３．７

５８ メジロジェニファー 牝５黒鹿５５ 村田 一誠岩� 伸道氏 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ５３０－ ４２：０２．９	 ８６．３�
２２ � トレノソルーテ 
６鹿 ５７ 伊藤 工真戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５２０－ ６２：０３．１１	 ２５５．９�
６９ テーオーケンジャ 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ５１０＋ ４２：０３．３１	 ４３．７
３４ ミッキーナチュラル 牡３栗 ５４ 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５０４± ０２：０３．５� ２４．６�
７１１ ツヨイキモチ 牝５鹿 ５５ 小林慎一郎ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０＋１０２：０３．７１� ９６．３�
７１２ タ イ タ ン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 ４７２－ ４２：０３．９� ７．５�
６１０ アルマトゥーラ 牡５芦 ５７ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４７２＋ ４２：０４．７５ ２４２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３６，００７，７００円 複勝： ６３，３０１，１００円 枠連： １９，６５４，７００円

馬連： ７６，８１６，９００円 馬単： ５３，８３０，９００円 ワイド： ３５，７１１，３００円

３連複： １０３，２３９，１００円 ３連単： ２１０，４０５，５００円 計： ５９８，９６７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２３０円 複 勝 � ３９０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（１－５） ７，５６０円

馬 連 �� ８，２４０円 馬 単 �� １９，０００円

ワ イ ド �� ２，１９０円 �� ６１０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ３，４９０円 ３ 連 単 ��� ４８，９９０円

票 数

単勝票数 計 ３６００７７ 的中 � １２７３０（６番人気）
複勝票数 計 ６３３０１１ 的中 � ２７６６６（７番人気）� ５６７０４（４番人気）� ２４２３２９（１番人気）
枠連票数 計 １９６５４７ 的中 （１－５） １９２１（２０番人気）
馬連票数 計 ７６８１６９ 的中 �� ６８８３（２２番人気）
馬単票数 計 ５３８３０９ 的中 �� ２０９１（４５番人気）
ワイド票数 計 ３５７１１３ 的中 �� ３６６３（２５番人気）�� １４５４０（５番人気）�� ２４８６０（３番人気）
３連複票数 計１０３２３９１ 的中 ��� ２１８９０（９番人気）
３連単票数 計２１０４０５５ 的中 ��� ３１７０（１４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．２―３６．４―４８．９―１：０１．６―１：１４．２―１：２６．０―１：３７．６―１：４９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サクラボールド �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サクラユタカオー

２００７．５．４生 牡５栗 母 サクラユスラウメ 母母 セダンフオーエバー ２３戦３勝 賞金 ６２，４８６，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



（２４函館２）第５日 ７月１４日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６１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

１９６，５３０，０００円
２，０８０，０００円
６，０１０，０００円
１，６００，０００円
１７，７４０，０００円
５５，７０８，５００円
４，４１５，０００円
１，５４５，６００円

勝馬投票券売得金
２７７，９１５，４００円
４９１，３６６，３００円
１６７，７７１，９００円
６２３，２４４，９００円
４０８，７５９，８００円
２７６，４８４，４００円
８７８，３６８，５００円
１，６１８，３７５，０００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 ４，７４２，２８６，２００円

総入場人員 ６，８４５名 （有料入場人員 ６，０７４名）


