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17001 6月15日 雨 稍重 （25函館1）第1日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時55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

710 シ ナ ー ラ 牝3鹿 54
52 △菱田 裕二 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 414－101：45．5 3．5�

812 ファストソング 牝3栗 54 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 478－ 21：45．82 9．7�
711 ナデシコノハナ 牝3栗 54 丹内 祐次石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 436－141：46．75 179．1�
33 メイショウキリコ 牝3鹿 54 勝浦 正樹松本 好雄氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 526－ 21：46．91� 15．0�
45 フリーマインド 牝3鹿 54 川須 栄彦上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 碧雲牧場 B422＋ 61：47．32� 106．1�
813 ティアップサニー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 472＋121：47．51� 4．1	
69 ナ ト ゥ ー ラ 牝3鹿 54 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 日高 オリオンファーム 434－121：48．35 183．6

44 ジャズダンサー 牝3栃栗54 大野 拓弥�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440 ―1：48．61� 61．3�
22 タイセイブロンド 牝3栗 54 上村 洋行田中 成奉氏 羽月 友彦 新ひだか 畠山牧場 456± 01：48．81� 152．8
56 キーンオレンジ 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 458－ 21：49．12 110．6�
57 ナイスキャッチ 牝3栗 54 松田 大作吉田 千津氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 420＋121：49．63 8．2�
68 ピ ュ ク シ ス 牝3青 54 丸山 元気 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462＋141：50．66 2．9�
11 バースデイパーティ 牝3鹿 54 吉田 隼人大塚 亮一氏 友道 康夫 様似 富田 恭司 442＋101：51．77 24．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，834，500円 複勝： 23，260，100円 枠連： 6，834，100円
馬連： 24，527，600円 馬単： 19，513，700円 ワイド： 14，038，000円
3連複： 39，380，700円 3連単： 67，240，200円 計： 207，628，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 270円 � 2，330円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 600円 �� 3，590円 �� 6，300円

3 連 複 ��� 30，280円 3 連 単 ��� 112，530円

票 数

単勝票数 計 128345 的中 � 29048（2番人気）
複勝票数 計 232601 的中 � 60252（1番人気）� 21250（5番人気）� 1805（12番人気）
枠連票数 計 68341 的中 （7－8） 11358（1番人気）
馬連票数 計 245276 的中 �� 12031（6番人気）
馬単票数 計 195137 的中 �� 6752（7番人気）
ワイド票数 計 140380 的中 �� 6222（7番人気）�� 931（28番人気）�� 525（42番人気）
3連複票数 計 393807 的中 ��� 960（62番人気）
3連単票数 計 672402 的中 ��� 441（248番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．7―12．7―12．5―12．3―12．8―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．5―42．2―54．7―1：07．0―1：19．8―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ナ ー ラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Point Given デビュー 2012．8．5 札幌2着

2010．2．12生 牝3鹿 母 レディピアレス 母母 オウリエット 11戦1勝 賞金 13，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュクシス号・バースデイパーティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月

15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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デルマスナカケババ号

17002 6月15日 雨 稍重 （25函館1）第1日 第2競走 ��1，000�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
57．7
57．1

重
稍重

79 キャストロメファ 牝3鹿 54 三浦 皇成手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 446＋ 4 58．4 10．2�
55 バクシンパワー �3鹿 56

53 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 454＋ 6 58．82� 6．7�
67 バ ー ニ ー ズ 牡3栗 56 黛 弘人村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B476＋ 4 59．01� 3．9�
44 デルマスナカケババ 牝3黒鹿54 松山 弘平浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 466－ 4 59．1� 19．4�
68 ト ド ロ ッ ク 牡3鹿 56 上村 洋行山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 480－ 4 59．2� 3．7�
33 ボンボンショコラ 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二新木 鈴子氏 高柳 瑞樹 浦河 ヒダカフアーム 528＋ 4 59．62� 5．0	
22 プリンセスナナミ 牝3栗 54 川須 栄彦吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 528－ 6 59．81� 125．3

710 マテリアライズ 牝3鹿 54 松田 大作飯田 正剛氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 450－ 8 〃 アタマ 21．6�
56 タイセイスカイ 牡3鹿 56 丸田 恭介田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 462＋ 61：00．11� 16．6�
812 メイショウスイート 牝3鹿 54 竹之下智昭松本 好氏 千田 輝彦 浦河 多田 善弘 460－ 41：00．73� 102．3�
811 サクラモンストール 牡3栗 56 吉田 隼人�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 478± 0 〃 クビ 8．9�

（11頭）
11 グランデラポール 牡3黒鹿56 勝浦 正樹 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 絵笛牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 11，398，200円 複勝： 20，940，800円 枠連： 6，298，700円
馬連： 20，390，500円 馬単： 15，453，700円 ワイド： 10，965，400円
3連複： 30，183，600円 3連単： 48，170，900円 計： 163，801，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 280円 � 200円 � 140円 枠 連（5－7） 1，050円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 710円 �� 480円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 差引計 113982（返還計 170） 的中 � 8819（6番人気）
複勝票数 差引計 209408（返還計 226） 的中 � 16299（6番人気）� 25516（3番人気）� 51569（1番人気）
枠連票数 差引計 62987（返還計 244） 的中 （5－7） 4462（6番人気）
馬連票数 差引計 203905（返還計 892） 的中 �� 7270（10番人気）
馬単票数 差引計 154537（返還計 502） 的中 �� 2355（21番人気）
ワイド票数 差引計 109654（返還計 606） 的中 �� 3535（9番人気）�� 5622（4番人気）�� 9131（2番人気）
3連複票数 差引計 301836（返還計 3249） 的中 ��� 11602（4番人気）
3連単票数 差引計 481709（返還計 3655） 的中 ��� 2167（47番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―34．8―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャストロメファ �
�
父 トワイニング �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．12．8 中山8着

2010．3．17生 牝3鹿 母 ドラゴンマリーン 母母 パーフェクトポイント 7戦1勝 賞金 8，400，000円
〔出走取消〕 グランデラポール号は，疾病〔頭部打撲傷〕のため出走取消。
※デルマスナカケババ号・プリンセスナナミ号・マテリアライズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 函館競馬 第１日



17003 6月15日 雨 稍重 （25函館1）第1日 第3競走 ��
��1，700�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
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

22 サンライズワールド 牡3栗 56 丸田 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456± 01：45．0 2．8�
68 ヒミノオオタカ 牡3鹿 56 川島 信二佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 472－ 61：45．1� 10．3�
57 ヒラボクプリンス 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 488＋ 61：45．52� 2．7�
45 ク ロ ノ マ ン 牡3青鹿56 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 446＋ 4 〃 クビ 42．0�
69 オールウェイズラブ 牝3鹿 54 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－141：45．71� 20．8�
710 ゼロワンチャンプ 牡3鹿 56 勝浦 正樹国田 正忠氏 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 B470－ 61：46．02 17．7	
44 トーセンワイルド 牡3青 56 丸山 元気島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 488± 01：46．1	 14．8�
812 メイショウエジソン 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 468＋ 41：46．41	 191．8�
33 クリノコトノオー 牡3鹿 56 柴山 雄一栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 458－ 21：47．46 34．4
711 ティアサンシャイン 牝3青鹿54 川須 栄彦岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 484－ 21：47．72 23．9�
56 シュペトレーゼ 牝3鹿 54 木幡 初広 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 442± 01：47．8� 120．1�
813 ペプチドアメジスト 牝3栗 54 三浦 皇成沼川 一彦氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 B470－ 4 〃 ハナ 51．3�
11 
 レッドエルザ 牝3栗 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Keene Ridge

Racing, LLC 424－ 81：52．2大差 7．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，593，800円 複勝： 27，492，500円 枠連： 7，928，300円
馬連： 25，964，800円 馬単： 18，489，100円 ワイド： 15，407，000円
3連複： 41，572，400円 3連単： 60，062，200円 計： 214，510，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 220円 � 140円 枠 連（2－6） 940円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 380円 �� 200円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 7，330円

票 数

単勝票数 計 175938 的中 � 49827（2番人気）
複勝票数 計 274925 的中 � 81638（1番人気）� 24211（4番人気）� 51050（2番人気）
枠連票数 計 79283 的中 （2－6） 6246（2番人気）
馬連票数 計 259648 的中 �� 16537（3番人気）
馬単票数 計 184891 的中 �� 6624（4番人気）
ワイド票数 計 154070 的中 �� 9598（2番人気）�� 23058（1番人気）�� 5157（8番人気）
3連複票数 計 415724 的中 ��� 22765（2番人気）
3連単票数 計 600622 的中 ��� 6055（9番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．4―12．6―13．4―12．4―12．7―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．1―41．7―55．1―1：07．5―1：20．2―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．5
1
3
8，13，9，11（5，7，12）－1（2，6）－10，4－3
8，13（5，9）（7，11）（2，12，3）（4，6，10）＝1

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

勝馬の
紹 介

サンライズワールド �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．1．27 京都8着

2010．3．23生 牡3栗 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔その他〕 レッドエルザ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。
（非当選馬） 3頭 ファインユニバース号・プリンセスナナミ号・ミラクルセレーネ号
（非抽選馬） 2頭 ゴールドマズル号・マテリアライズ号

17004 6月15日 雨 稍重 （25函館1）第1日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時20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

510 スーパーアース 牝3黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 454＋ 61：09．3 1．7�
713 シ ュ ウ ギ ン 牝3鹿 54 吉田 隼人荒木隆之介氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 426± 01：09．51� 19．4�
24 マジシャンズレッド 牡3栗 56 三浦 皇成北所 直人氏 高橋 裕 日高 永村 侑 466－ 41：09．71� 26．9�
611 レイヌドネージュ 牝3鹿 54 松田 大作 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 484＋ 6 〃 クビ 17．5�
23 ダイキチサブロウ 牡3栗 56 津村 明秀西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 474＋181：09．91� 32．8�
47 メイショウアザミ 牝3栗 54 四位 洋文松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 三嶋牧場 426± 01：10．11 47．1	
59 タガノグッピー 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政八木 良司氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 446＋161：10．2� 51．2


35 リリーゴーゴー 牡3栗 56 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 434＋ 81：10．3	 170．1�
48 マルティオス 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント 444－ 21：10．51� 14．0�
12 ステラインベレッタ 牝3栗 54 荻野 琢真加藤 信之氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 434＋221：10．71 90．4
612 クラウンプルートゥ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 454－ 2 〃 アタマ 6．0�
36 
 シ ア ー ジ ュ 牝3鹿 54 酒井 学前田 幸治氏 和田 正道 米 Foxborough

Farm et. al. 440± 01：10．91� 13．0�
11 メイショウオニグマ 牡3黒鹿56 荻野 要松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 B484± 01：11．32� 25．1�
714 マジックゲーム 牝3栗 54 宮崎 北斗北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 448＋ 41：11．61	 132．8�
815 ヤマノアイリー 牝3栗 54 川須 栄彦山住 勲氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 432＋ 21：11．91	 26．6�
816 サクラトップカフェ 牝3鹿 54 藤田 伸二櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 浦河 桑田牧場 430± 01：13．07 120．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，678，700円 複勝： 29，657，800円 枠連： 7，261，100円
馬連： 23，313，600円 馬単： 20，062，600円 ワイド： 14，555，300円
3連複： 35，935，200円 3連単： 62，753，500円 計： 210，217，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 320円 � 490円 枠 連（5－7） 780円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 520円 �� 770円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 13，260円

票 数

単勝票数 計 166787 的中 � 82111（1番人気）
複勝票数 計 296578 的中 � 145012（1番人気）� 14907（5番人気）� 8765（8番人気）
枠連票数 計 72611 的中 （5－7） 6922（2番人気）
馬連票数 計 233136 的中 �� 16693（3番人気）
馬単票数 計 200626 的中 �� 11735（2番人気）
ワイド票数 計 145553 的中 �� 7382（4番人気）�� 4688（7番人気）�� 1012（34番人気）
3連複票数 計 359352 的中 ��� 5206（16番人気）
3連単票数 計 627535 的中 ��� 3494（23番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーパーアース �
�
父 スパイキュール �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．7．14 新潟8着

2010．4．10生 牝3黒鹿 母 ジュンプリンセス 母母 マ ー ゴ ー ン 11戦1勝 賞金 11，700，000円
〔制裁〕 シアージュ号の騎手酒井学は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラトップカフェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月15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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イデアリスタ号
（非抽選馬） 4頭 ハイランドコンドル号・プライマリーカラー号・マトリカリア号・ラブジョーイ号



17005 6月15日 小雨 稍重 （25函館1）第1日 第5競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走11時50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
57．2
55．4

良
良

55 フ ァ ソ ン 牡2鹿 54 吉田 隼人桐谷 茂氏 高木 登 浦河 ガーベラパー
クスタツド 436 ― 58．9 7．3�

33 シュヴァリエ 牝2栗 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 424 ― 59．32� 3．2�

88 ディアゴッホ 牡2栗 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 492 ― 59．72� 2．6�
11 ヒルノバーハーバ 牡2鹿 54 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 小島牧場 478 ― 59．91 6．1�
44 コスモラヴコール 牡2芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ファーミングヤナキタ 462 ― 〃 ハナ 27．7	
22 ユメノナカヘ 牝2青鹿54 柴山 雄一�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 小西ファーム 444 ―1：00．11� 43．5

66 ハナマイシン 牝2栗 54

51 ▲横山 和生橋本 孝雄氏 栗田 博憲 浦河 鎌田 正嗣 438 ―1：00．2� 47．1�
77 ジョートップレディ 牝2鹿 54 三浦 皇成上田けい子氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 450 ―1：01．58 5．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 12，492，700円 複勝： 15，692，700円 枠連： 発売なし
馬連： 21，144，600円 馬単： 17，147，800円 ワイド： 8，952，600円
3連複： 23，869，900円 3連単： 61，341，800円 計： 160，642，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 180円 � 130円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 300円 �� 270円 �� 190円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 5，630円

票 数

単勝票数 計 124927 的中 � 13586（5番人気）
複勝票数 計 156927 的中 � 18079（5番人気）� 38726（1番人気）� 36472（2番人気）
馬連票数 計 211446 的中 �� 15537（6番人気）
馬単票数 計 171478 的中 �� 5549（12番人気）
ワイド票数 計 89526 的中 �� 6696（5番人気）�� 7781（3番人気）�� 13497（1番人気）
3連複票数 計 238699 的中 ��� 26236（2番人気）
3連単票数 計 613418 的中 ��� 8049（17番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．2―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―24．2―36．4―47．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ソ ン 
�
父 バ ゴ 

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2011．5．30生 牡2鹿 母 テツユックン 母母 プリーズルックアットミーナウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ファソン号の騎手吉田隼人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番）

17006 6月15日 曇 稍重 （25函館1）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時40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

36 トーセンツリー 牡3芦 56 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ
スティファーム 462＋ 21：49．4 2．4�

24 ティアップレーヴ 牝3芦 54 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 478－ 2 〃 クビ 24．6�
12 ミッキーマンデー 牡3栗 56 松山 弘平三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 466－ 61：49．71� 4．5�
510 セビジャーナス 牝3黒鹿54 丹内 祐次加藤 厚子氏 浅野洋一郎 日高 広富牧場 424± 01：50．01� 26．9�
23 モンプレジール 牡3鹿 56 四位 洋文平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 454－ 21：50．1� 14．3�
47 スリーラグタイム 牡3黒鹿56 川須 栄彦永井商事	 小野 幸治 浦河 辻 牧場 428－ 61：50．31� 26．5

815 メイショウグレア 牝3鹿 54 勝浦 正樹松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 414－ 41：50．4クビ 7．0�
35 クォンタムビット 牡3栗 56 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 81：50．72 99．6�
11 フリティラリア 牝3芦 54 津村 明秀有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 61：51．33� 17．8
48 イースターカクタス 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太�三嶋牧場 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 464＋ 2 〃 クビ 186．1�
612 スピッツコール 牡3栗 56 三浦 皇成 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 456＋ 21：51．62 12．5�
714 ブライトスペース 牡3栗 56 松田 大作�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 496－ 21：52．02� 18．6�
611 ポ セ イ ド ン 牡3栗 56 柴山 雄一安原 浩司氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 428－ 2 〃 ハナ 217．8�
713 ステイウェル 牡3黒鹿56 酒井 学 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 484－ 4 〃 アタマ 137．6�
59 スマイリンアスク 牝3黒鹿54 吉田 隼人廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 422＋121：52．1� 16．7�
816 メイショウカッタツ 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 472－ 21：52．73� 124．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，864，300円 複勝： 25，845，300円 枠連： 9，448，200円
馬連： 25，970，800円 馬単： 19，947，500円 ワイド： 15，715，400円
3連複： 41，854，700円 3連単： 61，673，800円 計： 216，320，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 470円 � 170円 枠 連（2－3） 1，320円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 280円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 20，410円

票 数

単勝票数 計 158643 的中 � 53284（1番人気）
複勝票数 計 258453 的中 � 60983（1番人気）� 10024（11番人気）� 43681（2番人気）
枠連票数 計 94482 的中 （2－3） 5321（5番人気）
馬連票数 計 259708 的中 �� 5610（12番人気）
馬単票数 計 199475 的中 �� 2833（16番人気）
ワイド票数 計 157154 的中 �� 3242（14番人気）�� 16158（1番人気）�� 2417（19番人気）
3連複票数 計 418547 的中 ��� 8151（10番人気）
3連単票数 計 616738 的中 ��� 2231（43番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―12．9―12．9―11．9―12．1―12．2―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．4―50．3―1：02．2―1：14．3―1：26．5―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンツリー �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2012．12．2 中山2着

2010．2．15生 牡3芦 母 トーセンビレッタ 母母 フェザーマイハット 7戦1勝 賞金 12，150，000円
※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。
（非当選馬） 3頭 アドマイヤゼファー号・スウィートアゲン号・リリーローズ号
（非抽選馬） 1頭 ソルダテッサ号



17007 6月15日 曇 稍重 （25函館1）第1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

67 ラ シ ー ク 牝4鹿 55
52 ▲横山 和生�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 478－ 2 57．9 3．3�

55 ヴェアリアスムーン 牡4栗 57 川須 栄彦小林 秀樹氏 田島 良保 新冠 三村 卓也 496－ 2 58．21� 9．5�
44 コウユーサムライ 牡4栗 57 丸山 元気加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 500＋ 8 58．41� 3．8�
68 � コーリンハッピー 牝5芦 55 宮崎 北斗伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 470± 0 〃 クビ 28．4�
812 ビッグサンダー 牡6栗 57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 504± 0 58．5クビ 33．6	
710 シ ム ー ン 牡4鹿 57 木幡 初広�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム B500＋ 8 〃 ハナ 100．3

811 エリモミヤビ 牝5栗 55 丸田 恭介山本 敏晴氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 470＋ 4 58．71� 13．0�
56 タイキマーシャ 牝3栗 52 酒井 学�大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 438＋ 4 59．01� 31．3�
11 シベリアンスオード 牡3栗 54 村田 一誠藤田 在子氏 萱野 浩二 新冠 山岡牧場 526＋12 59．1	 6．2
22 ドリームクレド 牡5栗 57 上村 洋行セゾンレースホース� 根本 康広 浦河 帰山 清貴 486－16 59．31� 178．4�
33 キングスウィープ 牡7青鹿 57

54 ▲伴 啓太増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 B470－ 2 59．4	 130．5�
79 キャプテンサクラ 牝4栗 55 吉田 隼人武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 476＋ 4 59．5� 4．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，757，100円 複勝： 21，663，800円 枠連： 6，435，300円
馬連： 23，614，400円 馬単： 18，352，200円 ワイド： 13，171，700円
3連複： 34，852，000円 3連単： 60，166，900円 計： 194，013，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 220円 � 150円 枠 連（5－6） 1，330円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 510円 �� 280円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 10，600円

票 数

単勝票数 計 157571 的中 � 38719（1番人気）
複勝票数 計 216638 的中 � 52901（1番人気）� 21038（5番人気）� 39680（2番人気）
枠連票数 計 64353 的中 （5－6） 3573（7番人気）
馬連票数 計 236144 的中 �� 10011（8番人気）
馬単票数 計 183522 的中 �� 4099（16番人気）
ワイド票数 計 131717 的中 �� 6103（6番人気）�� 12754（1番人気）�� 6415（5番人気）
3連複票数 計 348520 的中 ��� 15032（4番人気）
3連単票数 計 601669 的中 ��� 4192（27番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―34．0―45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．5
3 ・（1，9）－7，8（6，10）（3，12）（4，11）（2，5） 4 ・（1，9）7，8，10，6（3，12）（4，11）（2，5）

勝馬の
紹 介

ラ シ ー ク �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2011．8．20 新潟14着

2009．4．19生 牝4鹿 母 ディペンドオンユー 母母 ブリズントゥアウィン 14戦3勝 賞金 26，520，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 コウユーサムライ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コウユーサムライ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年7月15日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 2頭 フリップフロップ号・ワイズアンドクール号

17008 6月15日 曇 稍重 （25函館1）第1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）

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

45 カチューシャ 牝4栃栗55 秋山真一郎窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 468± 01：44．4 2．2�
710 シニスタークイーン 牝4黒鹿 55

53 △菱田 裕二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 446－ 21：45．35 18．2�
812 ラルシュドール 牝4鹿 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 8 〃 クビ 3．2�
711 クロカミノオトメ 牝3青 52 大野 拓弥 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 41：45．4クビ 29．4�
44 スリーカーニバル 牝3鹿 52 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 466＋ 41：45．71� 39．4	
22 ホワイトアルバム 牝5芦 55 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 522＋20 〃 クビ 91．6

69 � シンワウォッカ 牝4鹿 55 吉田 隼人若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 476＋261：45．8� 45．5�
33 シシリアンルージュ 牝4栗 55 菅原 隆一�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 460－ 21：46．43� 249．4�
68 ネヴァーハーツ 牝4栃栗55 松田 大作廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 470＋ 81：46．5� 7．6
57 サマーハピネス 牝4鹿 55 松山 弘平セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 508＋141：46．6クビ 13．2�
11 ディアルーモ 牝3鹿 52 勝浦 正樹ディアレスト 池上 昌弘 新ひだか 大典牧場 468－ 41：47．66 37．0�
56 サマニトップレディ 牝3鹿 52 三浦 皇成�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 444＋ 21：47．91� 37．2�
813 ウインアルエット 牝4鹿 55 川島 信二�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 4 （競走中止） 17．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，266，100円 複勝： 23，979，800円 枠連： 9，076，400円
馬連： 30，050，700円 馬単： 20，224，900円 ワイド： 14，429，600円
3連複： 40，501，400円 3連単： 70，580，300円 計： 225，109，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 250円 � 120円 枠 連（4－7） 840円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 530円 �� 170円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 5，870円

票 数

単勝票数 計 162661 的中 � 60873（1番人気）
複勝票数 計 239798 的中 � 71678（1番人気）� 15618（5番人気）� 60782（2番人気）
枠連票数 計 90764 的中 （4－7） 8001（3番人気）
馬連票数 計 300507 的中 �� 16884（4番人気）
馬単票数 計 202249 的中 �� 7158（5番人気）
ワイド票数 計 144296 的中 �� 5658（4番人気）�� 29812（1番人気）�� 4071（8番人気）
3連複票数 計 405014 的中 ��� 29802（2番人気）
3連単票数 計 705803 的中 ��� 8887（10番人気）

ハロンタイム 6．8―10．4―11．8―12．8―12．4―12．4―13．0―12．5―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．2―29．0―41．8―54．2―1：06．6―1：19．6―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カチューシャ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．3．17 阪神2着

2009．2．19生 牝4栃栗 母 ロマンスプレゼント 母母 ビューチフルロマン 12戦3勝 賞金 28，264，000円
〔競走中止〕 ウインアルエット号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。
（非抽選馬） 1頭 デコレイト号



17009 6月15日 曇 稍重 （25函館1）第1日 第9競走 ��1，200�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
1：08．0
1：06．5

良
良

24 コスモアクセス 牝4栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 21：08．6 5．0�
11 ヤマニンシバルリー 牡5青鹿57 丸山 元気土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 486－ 81：09．02� 18．9�
47 � カディーシャ 牝4栗 55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 418± 01：09．1� 2．8�
23 マックスストレイン 牡6栗 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 21：09．31	 6．0�
35 トーセンエジンバラ 牡3栗 54

51 ▲横山 和生島川 	哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 476± 01：09．4クビ 43．2

612 アジャストメント 牡3鹿 54 川島 信二山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 476－ 6 〃 クビ 28．6�
36 キャメロンロード 牝3鹿 52 川須 栄彦森 保彦氏 北出 成人 新冠 長浜牧場 452＋ 6 〃 ハナ 34．5�
59 ブリージーデイズ 牡6栗 57 三浦 皇成 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム B500－141：09．5クビ 13．6
48 バ ヤ ル 牝3鹿 52 柴山 雄一杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 442＋181：09．71� 10．4�
611 クリノトルネード 牡5栗 57 藤田 伸二栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B464－12 〃 アタマ 19．2�
510 モンサンスピカ 牝3鹿 52 吉田 隼人山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 460－ 41：09．8� 63．0�
815 ユキノラムセス 牡6栗 57 勝浦 正樹井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 490＋181：09．9� 12．1�
12 ラブチャーミー 牝7鹿 55

52 ▲伴 啓太増田 陽一氏 和田 雄二 新ひだか 松田 三千雄 446－ 41：10．0クビ 37．0�
713 オーバーザムーン 牝4鹿 55 黛 弘人�日進牧場 矢野 照正 浦河 成隆牧場 450－ 4 〃 クビ 65．2�
816 パ ッ シ ョ ン 牝3栗 52 古川 吉洋阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 450＋14 〃 ハナ 40．4�
714� キンショーダイシ 牡4栗 57 伊藤 工真礒野日出夫氏 星野 忍 日高 中川 欽一 484＋ 61：11．49 218．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，039，300円 複勝： 27，924，500円 枠連： 12，410，700円
馬連： 32，911，600円 馬単： 22，595，200円 ワイド： 19，531，800円
3連複： 50，553，400円 3連単： 83，719，800円 計： 266，686，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 460円 � 150円 枠 連（1－2） 1，900円

馬 連 �� 4，790円 馬 単 �� 7，020円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 300円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 5，180円 3 連 単 ��� 33，460円

票 数

単勝票数 計 170393 的中 � 27243（2番人気）
複勝票数 計 279245 的中 � 45881（2番人気）� 11523（8番人気）� 63679（1番人気）
枠連票数 計 124107 的中 （1－2） 4830（9番人気）
馬連票数 計 329116 的中 �� 5081（16番人気）
馬単票数 計 225952 的中 �� 2378（24番人気）
ワイド票数 計 195318 的中 �� 3665（14番人気）�� 19039（1番人気）�� 4068（12番人気）
3連複票数 計 505534 的中 ��� 7207（11番人気）
3連単票数 計 837198 的中 ��� 1847（73番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．5―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．7
3 2，4，10（1，3，13）（8，15）（9，5）7，16，12，11－6－14 4 2，4（1，3，10）13（9，5，8，15）7，12（11，16）－6＝14

勝馬の
紹 介

コスモアクセス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2011．8．20 新潟9着

2009．4．13生 牝4栗 母 コスモスカイライン 母母 レーシングスパイス 16戦3勝 賞金 30，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 チェリービスティー号・トウシンヴィーナス号・フィールドメジャー号
（非抽選馬） 1頭 エイプリルメロディ号

17010 6月15日 曇 稍重 （25函館1）第1日 第10競走 ��
��1，700�

き こ な い

木 古 内 特 別
発走14時50分 （ダート・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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000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 � ヒルノマドリード 牡4黒鹿57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 鮫川 啓一 512－ 41：44．0 4．5�
711 トミケンユークアイ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 494± 01：44．63	 7．3�
45 セ ン キ 牡4鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 472＋ 61：44．7
 5．4�
710 サ ナ シ オ ン 牡4鹿 57 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 472＋141：44．91	 7．4�
56 エーペックス 牡4青鹿57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 502－10 〃 クビ 7．9	
813 フーラブライド 牝4鹿 55 古川 吉洋吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 464－ 21：45．21
 10．6

33 ゴールドゼウス 牡4黒鹿57 丸山 元気スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 482－ 21：45．3
 38．5�
69 プリティーマッハ 牡5芦 57 横山 和生越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 456＋ 6 〃 ハナ 64．8�
57 マ デ イ ラ 牡4栗 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 アタマ 84．5
22 シルクキングリー 牡4鹿 57 菱田 裕二有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：45．4
 3．9�
812 ゲンパチメジャー 牡4栗 57 丸田 恭介平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 514＋241：45．61 30．6�
68 マイティウォリアー 牡3栗 54 丹内 祐次�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 478± 0 〃 ハナ 81．8�
11 � ショウナンワヒネ 牝4鹿 55 荻野 琢真�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 470－ 61：46．23	 217．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，829，400円 複勝： 41，563，000円 枠連： 13，756，700円
馬連： 52，300，800円 馬単： 31，052，600円 ワイド： 24，439，200円
3連複： 73，093，900円 3連単： 124，254，600円 計： 384，290，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 230円 � 260円 枠 連（4－7） 470円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 610円 �� 800円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 17，160円

票 数

単勝票数 計 238294 的中 � 41878（2番人気）
複勝票数 計 415630 的中 � 73485（2番人気）� 46596（4番人気）� 39352（6番人気）
枠連票数 計 137567 的中 （4－7） 21994（1番人気）
馬連票数 計 523008 的中 �� 27126（4番人気）
馬単票数 計 310526 的中 �� 9794（4番人気）
ワイド票数 計 244392 的中 �� 10129（7番人気）�� 7525（13番人気）�� 6171（17番人気）
3連複票数 計 730939 的中 ��� 11969（20番人気）
3連単票数 計1242546 的中 ��� 5344（42番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．6―43．5―56．1―1：08．3―1：20．4―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒルノマドリード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ リ シ オ

2009．4．25生 牡4黒鹿 母 ゴールドグレース 母母 グレースウーマン 4戦2勝 賞金 17，499，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモレイラ号
（非抽選馬） 5頭 ゲマインシャフト号・デルマエビス号・ピグマリオン号・マヤノカデンツァ号・ローレルベロボーグ号



17011 6月15日 曇 良 （25函館1）第1日 第11競走 ��
��1，200�H T B 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

北海道テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

79 ファインチョイス 牝4鹿 55 松山 弘平宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 460＋ 41：08．1 4．8�
56 レオンビスティー 牡4鹿 57 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 490± 01：08．2� 3．5�
33 マ ス イ デ ア 牝4黒鹿55 吉田 隼人益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 438＋ 41：08．41	 14．4�
22 ゴーイングパワー 牡4鹿 57 松田 大作林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 476－ 6 〃 クビ 41．7�
811 クリノタカラチャン 牝3黒鹿52 川須 栄彦栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 402－ 41：08．5� 5．3�
710 ストロングロビン 牡7鹿 57 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 482± 01：08．6クビ 37．4�
68 ワンモアジョー 牡6鹿 57 村田 一誠河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 474－ 81：08．92 51．4	
67 ジョージジョージ 牡3栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 442－ 41：09．0クビ 32．4

812 メイショウヒデタダ 牡4黒鹿57 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 466± 0 〃 クビ 15．2�
55 カゼニタツライオン 牡3栗 54 丸山 元気小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 514＋ 21：09．32 5．3�
44 イ ト ク ク リ 牝5鹿 55 四位 洋文池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 494－161：09．51 22．9
11 ジャーエスペランサ 牡4鹿 57 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 478－ 41：09．6
 9．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，838，900円 複勝： 53，605，900円 枠連： 26，575，600円
馬連： 117，217，800円 馬単： 66，827，300円 ワイド： 44，911，300円
3連複： 162，891，400円 3連単： 291，550，700円 計： 798，418，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 160円 � 350円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 440円 �� 880円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 14，540円

票 数

単勝票数 計 348389 的中 � 58211（2番人気）
複勝票数 計 536059 的中 � 91711（2番人気）� 103035（1番人気）� 31343（6番人気）
枠連票数 計 265756 的中 （5－7） 36450（2番人気）
馬連票数 計1172178 的中 �� 77858（2番人気）
馬単票数 計 668273 的中 �� 23153（1番人気）
ワイド票数 計 449113 的中 �� 27422（1番人気）�� 12199（11番人気）�� 10837（13番人気）
3連複票数 計1628914 的中 ��� 31532（8番人気）
3連単票数 計2915507 的中 ��� 14802（29番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．9―11．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．5―44．8―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファインチョイス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．7．23 函館1着

2009．1．24生 牝4鹿 母 アフレタータ 母母 チャイナブリーズ 14戦3勝 賞金 63，810，000円

17012 6月15日 晴 良 （25函館1）第1日 第12競走 ��
��2，000�

ゆ の か わ

湯 川 特 別
発走16時00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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 キタサンパイロット 牡4鹿 57 松田 大作�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 470＋102：00．6 24．6�
22 � アルティスト 牡6鹿 57 四位 洋文塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 488＋ 2 〃 アタマ 5．2�
69 � メイショウテッサイ 牡5鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 498－ 2 〃 クビ 19．0�
11 プロフェッサー 牡4鹿 57 三浦 皇成近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 464＋102：00．7クビ 6．1�
56 ビットビバーチェ 牡3芦 54 柴山 雄一礒川 正明氏 今野 貞一 新ひだか 西村 和夫 456＋102：00．8	 34．9�
68 キ ク タ ロ ウ 牡4鹿 57 菱田 裕二国田 正忠氏 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 442－ 6 〃 クビ 18．8	
45 アンブリッジローズ 牡3鹿 54 横山 和生 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 438＋ 22：00．9
 23．3

813� スターリットスカイ 牝5栗 55 丸田 恭介永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462－ 42：01．21
 15．8�
33 テーオーレジェンド 牡4栗 57 秋山真一郎小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 490－ 62：01．3	 2．8�
812 アドマイヤライン 牡3青鹿54 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 440＋ 62：02．68 6．4
711 オリバーバローズ 牡3黒鹿54 吉田 隼人猪熊 広次氏 尾形 和幸 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B484－ 62：03．23	 15．9�
710 ノーティカルスター 牡5栗 57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 追分ファーム 500＋ 22：03．83	 32．5�
57 シェーンレーヴェ 牝4鹿 55 伊藤 工真山本 英俊氏 黒岩 陽一 新ひだか 乾 皆雄 462－162：03．9	 161．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，736，400円 複勝： 39，155，000円 枠連： 16，094，600円
馬連： 56，154，400円 馬単： 34，748，100円 ワイド： 27，760，700円
3連複： 79，866，500円 3連単： 136，523，200円 計： 415，038，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 510円 � 190円 � 420円 枠 連（2－4） 3，900円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 13，690円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 2，970円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 20，270円 3 連 単 ��� 159，170円

票 数

単勝票数 計 247364 的中 � 7942（10番人気）
複勝票数 計 391550 的中 � 17823（8番人気）� 66934（2番人気）� 22719（5番人気）
枠連票数 計 160946 的中 （2－4） 3053（20番人気）
馬連票数 計 561544 的中 �� 7751（23番人気）
馬単票数 計 347481 的中 �� 1874（54番人気）
ワイド票数 計 277607 的中 �� 4912（15番人気）�� 2251（41番人気）�� 6115（11番人気）
3連複票数 計 798665 的中 ��� 2908（76番人気）
3連単票数 計1365232 的中 ��� 633（539番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―35．5―47．7―1：00．4―1：12．1―1：24．1―1：36．4―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタサンパイロット �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．1．14 小倉4着

2009．4．7生 牡4鹿 母 キタサンオウシャン 母母 Kitasan Dream 14戦2勝 賞金 21，040，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（25函館1）第1日 6月15日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 156頭 本 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

163，530，000円
7，560，000円
1，470，000円
14，520，000円
53，516，500円
4，056，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
219，329，400円
350，781，200円
122，119，700円
453，561，600円
304，414，700円
223，878，000円
654，555，100円
1，128，037，900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 3，456，677，600円

総入場人員 4，502名 （有料入場人員 3，945名）
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