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20001 7月6日 曇 稍重 （25函館2）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （芝・右）

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

中央レコード
1：09．3
1：07．8

良
良

22 プラチナティアラ 牝2黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 小島牧場 432－ 21：10．8 5．4�
66 マイネジュラメント 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 嶋田牧場 446± 01：11．65 2．6�
33 アスカクイン 牝2栗 54 丸山 元気上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 454＋ 21：12．02� 14．5�
44 シュヴァリエ 牝2栗 54 川島 信二 �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 430＋ 61：12．21� 1．8�
55 ラ ブ ゲ ー ム 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政増田 陽一氏 蛯名 利弘 日高 門別牧場 412－ 81：12．41� 33．8�
11 ラゴアボニータ 牝2芦 54 田中 博康 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B436＋ 4 （競走中止） 46．2
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売 得 金
単勝： 12，231，900円 複勝： 17，352，300円 枠連： 発売なし
馬連： 17，592，200円 馬単： 18，286，600円 ワイド： 9，342，200円
3連複： 22，843，300円 3連単： 78，187，100円 計： 175，835，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 220円 �� 410円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 6，580円

票 数

単勝票数 計 122319 的中 � 18179（3番人気）
複勝票数 計 173523 的中 � 28495（3番人気）� 52402（2番人気）
馬連票数 計 175922 的中 �� 21184（3番人気）
馬単票数 計 182866 的中 �� 9171（6番人気）
ワイド票数 計 93422 的中 �� 12008（2番人気）�� 5101（6番人気）�� 7226（4番人気）
3連複票数 計 228433 的中 ��� 13868（4番人気）
3連単票数 計 781871 的中 ��� 8780（20番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．8―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．5―47．3―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラチナティアラ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2013．6．22 函館5着

2011．4．1生 牝2黒鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔競走中止〕 ラゴアボニータ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。

20002 7月6日 晴 稍重 （25函館2）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

66 � ブルーモントレー 牝3栗 54
53 ☆菱田 裕二�須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC 466－ 2 58．6 3．6�
78 ウイッチワンド 牝3黒鹿54 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 友田牧場 426－ 2 59．02� 39．6�
810� アスターストーム 牡3鹿 56 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 米

Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

482＋ 2 〃 クビ 1．5�
77 シキランマン 牝3栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 412± 0 59．74 36．1�
33 プラチナレイン 牝3黒鹿 54

52 △横山 和生 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 472－ 2 59．91	 39．8	
55 マイステージ 牝3鹿 54 田中 博康
酒井牧場 木村 哲也 浦河 酒井牧場 446－161：00．0� 77．5�
22 デ ル マ ベ ム 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 458－ 21：00．42� 123．8�
89 � エアサラディン 牡3鹿 56 松田 大作 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 476± 01：00．5クビ 11．9
11 メイショウホワイト 牝3芦 54 四位 洋文松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 430＋10 〃 クビ 55．7�
44 � アンフォーギビング 牝3鹿 54 吉田 隼人
大樹ファーム 大竹 正博 米 Eagle

Holdings 520－ 41：01．13� 13．9�
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売 得 金
単勝： 14，717，500円 複勝： 52，927，200円 枠連： 5，983，400円
馬連： 18，328，300円 馬単： 22，490，700円 ワイド： 11，799，200円
3連複： 30，737，800円 3連単： 81，266，300円 計： 238，250，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 110円 � 450円 � 110円 枠 連（6－7） 3，210円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 10，310円

ワ イ ド �� 670円 �� 120円 �� 580円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 19，360円

票 数

単勝票数 計 147175 的中 � 33067（2番人気）
複勝票数 計 529272 的中 � 85952（2番人気）� 6975（7番人気）� 366513（1番人気）
枠連票数 計 59834 的中 （6－7） 1377（6番人気）
馬連票数 計 183283 的中 �� 2484（13番人気）
馬単票数 計 224907 的中 �� 1611（21番人気）
ワイド票数 計 117992 的中 �� 2903（11番人気）�� 42473（1番人気）�� 3403（9番人気）
3連複票数 計 307378 的中 ��� 29065（5番人気）
3連単票数 計 812663 的中 ��� 3098（52番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―11．7―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブルーモントレー �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2012．8．19 新潟5着

2010．2．1生 牝3栗 母 Empty Portrait 母母 Illeria 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走状況〕 マイステージ号は，馬場入場時に右後肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。発走時刻3分遅延。

第２回 函館競馬 第１日



20003 7月6日 晴 稍重 （25函館2）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

78 トウケイポイント 牡3芦 56
53 ▲伴 啓太木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 508＋ 41：47．0 5．4�

33 エルフショット �3青鹿56 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 474－ 41：47．21� 8．8�

810 クリノコトノオー 牡3鹿 56 丸田 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 460－ 21：47．41� 29．5�
22 メイショウバッカス 牡3鹿 56 四位 洋文松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 456－ 81：47．5クビ 3．2�
66 テルミニスト 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 464＋ 21：47．6� 92．1�
55 サクラシェンロン 牡3栗 56 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 510＋ 81：47．7クビ 4．5	
77 スリーヨーク 牡3鹿 56 三浦 皇成永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462± 01：48．01� 7．1

89 ヒキャクノアシ 牡3鹿 56 丸山 元気小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 458＋ 41：48．31� 6．0�
11 スノードロップ 牝3芦 54 丹内 祐次山口 敦広氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤沢牧場 B458＋ 21：48．51� 100．7�
44 エーティーダンガン 牡3青鹿56 上村 洋行荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 464± 01：48．92� 16．3
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売 得 金
単勝： 10，498，800円 複勝： 21，330，600円 枠連： 5，088，600円
馬連： 19，387，600円 馬単： 15，578，800円 ワイド： 11，737，100円
3連複： 30，090，600円 3連単： 55，848，200円 計： 169，560，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 320円 � 820円 枠 連（3－7） 1，410円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 770円 �� 2，290円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 18，240円 3 連 単 ��� 74，400円

票 数

単勝票数 計 104988 的中 � 15516（3番人気）
複勝票数 計 213306 的中 � 31916（3番人気）� 17340（6番人気）� 5742（8番人気）
枠連票数 計 50886 的中 （3－7） 2671（7番人気）
馬連票数 計 193876 的中 �� 6272（12番人気）
馬単票数 計 155788 的中 �� 2648（23番人気）
ワイド票数 計 117371 的中 �� 3945（11番人気）�� 1241（26番人気）�� 678（29番人気）
3連複票数 計 300906 的中 ��� 1218（48番人気）
3連単票数 計 558482 的中 ��� 554（238番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．2―12．8―12．9―12．2―12．3―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．5―43．3―56．2―1：08．4―1：20．7―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウケイポイント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Miswaki デビュー 2013．3．10 阪神7着

2010．5．6生 牡3芦 母 マヤノメイビー 母母 エヴァソーライトリー 5戦1勝 賞金 5，800，000円

20004 7月6日 曇 稍重 （25函館2）第1日 第4競走 ��
��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

23 ヴェイパーコーン 牡3栗 56 勝浦 正樹 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B508－ 42：02．1 4．1�
36 � レッドルーファス 牡3栗 56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles

H. Wacker 500＋182：02．73� 4．4�
510 ミスズブライアンズ 牡3栗 56 松田 大作永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 466＋ 42：03．02 62．4�
35 シャルパンテ 牡3栗 56 上村 洋行岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 492－ 4 〃 クビ 21．8�
611 キネオストロング 牡3黒鹿56 川須 栄彦ジャパンフードビジネス� 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 482± 02：03．21	 6．0�
48 カシノオパール 牝3芦 54 岩田 康誠柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 前川 隆則 416－ 22：03．3
 22．4	
59 ジュールドトネール 牡3青鹿56 大野 拓弥吉田 和美氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 500 ―2：03．4クビ 10．4

816 デスティニーシチー 牡3栗 56 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 460－ 42：03．61 20．9�
713 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 432＋ 82：03．81	 12．8�
815 マンハッタンテルス 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 川島牧場 462＋ 2 〃 アタマ 28．2
11 グラスリード 牡3青鹿 56

53 ▲伴 啓太半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 440－ 22：03．9� 234．1�
47 ポールシッター 牡3青鹿56 藤田 伸二平川 浩之氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 450± 02：04．0� 20．8�
24 ス マ ッ シ ュ 牝3黒鹿54 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム 478± 02：04．63� 74．9�
12 � マイネアラベスク 牝3鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 仏 Mr Slim
Chiboub 446－ 22：04．81 186．7�

714 ティアップブルーム 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 416－ 42：05．01	 104．7�
612 シ ナ ン ジ ュ 牝3青鹿54 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 ハナ 5．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，177，700円 複勝： 22，764，200円 枠連： 7，769，200円
馬連： 21，965，700円 馬単： 16，114，700円 ワイド： 12，208，000円
3連複： 35，168，200円 3連単： 52，620，100円 計： 180，787，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 230円 � 1，370円 枠 連（2－3） 800円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，990円 �� 5，950円

3 連 複 ��� 18，660円 3 連 単 ��� 64，190円

票 数

単勝票数 計 121777 的中 � 23452（1番人気）
複勝票数 計 227642 的中 � 46382（1番人気）� 27140（4番人気）� 3161（13番人気）
枠連票数 計 77692 的中 （2－3） 7248（3番人気）
馬連票数 計 219657 的中 �� 19471（1番人気）
馬単票数 計 161147 的中 �� 7010（1番人気）
ワイド票数 計 122080 的中 �� 7686（2番人気）�� 954（38番人気）�� 473（61番人気）
3連複票数 計 351682 的中 ��� 1391（67番人気）
3連単票数 計 526201 的中 ��� 605（212番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．0―12．6―12．7―12．7―12．3―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．5―48．1―1：00．8―1：13．5―1：25．8―1：38．0―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェイパーコーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Marquetry デビュー 2012．7．22 札幌6着

2010．4．25生 牡3栗 母 ミスエアクラフト 母母 Silver in Flight 12戦1勝 賞金 9，840，000円



20005 7月6日 曇 稍重 （25函館2）第1日 第5競走 ��
��1，200�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
1：09．3
1：07．8

良
良

33 キタサンラブコール 牡2鹿 54 藤田 伸二�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 454 ―1：11．7 1．9�
55 オールオブナイト 牝2黒鹿54 川須 栄彦市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 408 ―1：11．91 6．3�
66 ダンディーズムーン 牡2鹿 54 大野 拓弥田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：12．11� 4．7�
22 シャドウカラーズ 牝2鹿 54 村田 一誠飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 444 ―1：12．31� 12．8�
44 ウラノスガッキ 牡2芦 54 岩田 康誠森田 謙一氏 友道 康夫 浦河 酒井牧場 462 ―1：12．4	 4．0�
11 ヘルツォーク 牡2鹿 54 柴山 雄一畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 450 ―1：13．14 49．7	
77 パイストロピカル 牝2鹿 54 三浦 皇成�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 428 ―1：13．2	 57．4
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売 得 金
単勝： 14，877，500円 複勝： 17，370，600円 枠連： 発売なし
馬連： 18，724，600円 馬単： 18，347，800円 ワイド： 8，304，900円
3連複： 21，652，000円 3連単： 71，536，600円 計： 170，814，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 250円 �� 190円 �� 430円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 148775 的中 � 61896（1番人気）
複勝票数 計 173706 的中 � 72882（1番人気）� 24564（4番人気）
馬連票数 計 187246 的中 �� 21096（3番人気）
馬単票数 計 183478 的中 �� 15572（4番人気）
ワイド票数 計 83049 的中 �� 8350（3番人気）�� 12860（2番人気）�� 4101（8番人気）
3連複票数 計 216520 的中 ��� 20587（3番人気）
3連単票数 計 715366 的中 ��� 19767（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．8―11．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．7―47．6―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．0
3 ・（3，4）（5，6）－7－（1，2） 4 ・（3，4）（5，6）－7－（1，2）

勝馬の
紹 介

キタサンラブコール �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 テ ン ビ ー 初出走

2011．4．12生 牡2鹿 母 ビッグテンビー 母母 モ ガ ミ ヒ メ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 オールオブナイト号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年7月13日から平成25年

7月14日まで騎乗停止。（被害馬：4番・6番）

20006 7月6日 曇 稍重 （25函館2）第1日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走12時40分 （ダート・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
58．6
57．7

良
重

33 ドラゴンスズラン 牝2鹿 54 三浦 皇成窪田 康志氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム 470 ―1：01．0 1．7�
22 コパノハリー 牡2栗 54 柴山 雄一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 466 ―1：01．63� 6．4�
55 プレッシャーリッジ 牡2黒鹿54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 456 ―1：01．7クビ 11．6�
44 コスモロザラム 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 480 ―1：02．12� 12．4�
66 ルックアラウンド 牝2栗 54 黛 弘人�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム 446 ―1：04．0大差 63．0�
11 キクノオーブ 牡2鹿 54 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 456 ―1：04．21� 3．1	
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売 得 金
単勝： 14，898，900円 複勝： 13，544，100円 枠連： 発売なし
馬連： 15，546，500円 馬単： 19，343，400円 ワイド： 7，130，200円
3連複： 17，576，400円 3連単： 80，366，500円 計： 168，406，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 240円 �� 300円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 148989 的中 � 70043（1番人気）
複勝票数 計 135441 的中 � 59648（1番人気）� 16195（3番人気）
馬連票数 計 155465 的中 �� 19845（2番人気）
馬単票数 計 193434 的中 �� 17422（3番人気）
ワイド票数 計 71302 的中 �� 8376（2番人気）�� 6065（5番人気）�� 2649（9番人気）
3連複票数 計 175764 的中 ��� 8469（5番人気）
3連単票数 計 803665 的中 ��� 15962（13番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．8―24．3―36．5―48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．7
3 ・（1，3，5）－4，2＝6 4 ・（3，5）1－4，2＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドラゴンスズラン 

�
父 ゴールドアリュール 


�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2011．2．19生 牝2鹿 母 チェリーフォレスト 母母 フォレストゾーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 キクノオーブ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 キクノオーブ号は，発走調教再審査。



20007 7月6日 曇 稍重 （25函館2）第1日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

812 ケイティーズハート 牝4鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 476＋201：45．3 4．7�
57 ハヤブサペコチャン 牝3栗 52 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B454－ 81：45．61� 98．0�
56 ピュアダイヤモンド 牝4青鹿55 黛 弘人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 470＋ 21：46．45 11．4�
33 コスモレイラ 牝4青鹿55 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 B482± 01：46．5� 27．0�
11 � 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 478＋ 61：46．6� 16．3�
44 ス カ ー レ ル 牝4栗 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 470＋ 8 〃 ハナ 3．6	
68 フィールドメジャー 牝3栗 52 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 454± 01：46．7クビ 24．0

813 シ ナ ー ラ 牝3鹿 52

51 ☆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 424＋101：46．91� 6．4�
69 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± 01：47．43 2．8
22 アリエルシチー 牝4黒鹿 55

52 ▲城戸 義政 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 新ひだか 幌村牧場 462＋ 21：47．5クビ 299．2�
710 アグネスローザ 牝4鹿 55

53 △横山 和生渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 430－ 21：48．13	 163．8�
45 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 464－ 41：49．710 226．1�
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711 ネオザスティング 牝5栗 55 秋山真一郎小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 19，134，600円 複勝： 27，910，000円 枠連： 8，245，100円
馬連： 31，350，000円 馬単： 22，622，000円 ワイド： 15，199，100円
3連複： 40，942，700円 3連単： 74，055，900円 計： 239，459，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 240円 � 1，710円 � 370円 枠 連（5－8） 1，780円

馬 連 �� 26，780円 馬 単 �� 33，800円

ワ イ ド �� 7，250円 �� 1，090円 �� 8，340円

3 連 複 ��� 81，890円 3 連 単 ��� 483，660円

票 数

単勝票数 差引計 191346（返還計 32） 的中 � 32407（3番人気）
複勝票数 差引計 279100（返還計 55） 的中 � 36113（4番人気）� 3585（9番人気）� 20384（6番人気）
枠連票数 差引計 82451（返還計 2 ） 的中 （5－8） 3424（5番人気）
馬連票数 差引計 313500（返還計 155） 的中 �� 864（32番人気）
馬単票数 差引計 226220（返還計 77） 的中 �� 494（61番人気）
ワイド票数 差引計 151991（返還計 65） 的中 �� 506（33番人気）�� 3602（14番人気）�� 439（36番人気）
3連複票数 差引計 409427（返還計 339） 的中 ��� 369（97番人気）
3連単票数 差引計 740559（返還計 835） 的中 ��� 113（536番人気）

ハロンタイム 6．7―11．2―12．4―13．1―12．8―11．8―12．3―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．9―30．3―43．4―56．2―1：08．0―1：20．3―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイティーズハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kris デビュー 2012．2．5 京都2着

2009．4．25生 牝4鹿 母 ケイティーズファースト 母母 Katies 10戦3勝 賞金 26，300，000円
〔出走取消〕 ネオザスティング号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ハヤブサペコチャン号の騎手丸山元気は，病気のため丸田恭介に変更。
〔制裁〕 ピュアダイヤモンド号の騎手黛弘人は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）

20008 7月6日 曇 稍重 （25函館2）第1日 第8競走 ��2，400�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
2：33．9
2：28．6

良
不良

33 サンマルデューク 牡4黒鹿57 四位 洋文相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 506－ 22：33．2レコード 1．7�
55 リアライズブラザー 牡3鹿 54 岩田 康誠工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 494＋142：34．47 8．0�
812 メイスンキャプテン 牡4栗 57 丹内 祐次梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 500－ 42：34．71� 7．2�
44 ナリタタイフーン 牡4鹿 57 丸田 恭介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 496－ 4 〃 クビ 26．3�
56 � ブルースイショウ 牡4鹿 57 大野 拓弥平本 敏夫氏 松山 康久 日高 モリナガファーム 488－102：36．08 29．1�
710 オズフェスト 牡5芦 57 柴山 雄一	ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 494－ 22：36．1クビ 79．9

68 エアラーテル 牡4栗 57 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 462± 0 〃 クビ 9．6�
22 メイショウイッシン 牡5黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 512± 02：36．63 32．1�
67 フクノカシオペア 牝3栗 52 黛 弘人福島 実氏 小島 茂之 浦河 バンブー牧場 478－ 42：36．7クビ 67．3
811 ジャストザシーズン 牡6鹿 57 川須 栄彦ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 470－ 42：37．65 77．0�
11 タイソンバローズ 牡5栗 57

56 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B488± 02：38．02� 37．4�

79 ハギノタイクーン 牡4鹿 57 秋山真一郎日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 518± 02：41．9大差 8．4�
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売 得 金
単勝： 16，435，600円 複勝： 23，949，100円 枠連： 7，822，200円
馬連： 25，316，300円 馬単： 22，049，300円 ワイド： 15，290，000円
3連複： 36，590，900円 3連単： 79，561，800円 計： 227，015，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 160円 枠 連（3－5） 490円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 290円 �� 230円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 164356 的中 � 78640（1番人気）
複勝票数 計 239491 的中 � 84641（1番人気）� 22955（4番人気）� 33989（2番人気）
枠連票数 計 78222 的中 （3－5） 11801（2番人気）
馬連票数 計 253163 的中 �� 26898（2番人気）
馬単票数 計 220493 的中 �� 16741（3番人気）
ワイド票数 計 152900 的中 �� 13825（3番人気）�� 18581（1番人気）�� 4559（7番人気）
3連複票数 計 365909 的中 ��� 22227（3番人気）
3連単票数 計 795618 的中 ��� 14028（6番人気）

ハロンタイム 13．4―12．1―13．2―13．3―12．6―12．9―13．8―13．2―11．9―12．6―12．0―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�
13．4―25．5―38．7―52．0―1：04．6―1：17．5―1：31．3―1：44．5―1：56．4―2：09．0―2：21．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルデューク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．3 札幌12着

2009．4．3生 牡4黒鹿 母 キミホウセキ 母母 オ ロ ー ル 16戦3勝 賞金 33，771，000円
〔騎手変更〕 ハギノタイクーン号の騎手丸山元気は，病気のため秋山真一郎に変更。
〔その他〕 ハギノタイクーン号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミッキーバルーン号



20009 7月6日 曇 良 （25函館2）第1日 第9競走 ��1，800�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
1：46．0
1：44．1

良
良

610 ピクシーホロウ 牝3鹿 52
51 ☆菱田 裕二吉田 和美氏 大竹 正博 新冠 若林牧場 474－ 81：48．2 7．9�

59 マルカファイン 牡4栗 57 松田 大作河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 514± 01：48．51� 5．0�
35 フラゴリーネ 牝4鹿 55

53 △横山 和生 �キャロットファーム 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 414± 01：48．71� 7．2�
46 � キングズクエスト 	4栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 444± 0 〃 ハナ 19．2�
23 レッドヴィーヴォ 牡3黒鹿54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446－ 21：49．12
 9．5	
47 ウィザーズポケット 牡4鹿 57 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 456＋ 2 〃 アタマ 2．9

814 ワタシマッテルワ 牝4鹿 55 村田 一誠�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 456＋ 2 〃 ハナ 37．5�
611� アイルランドローズ 牝4栗 55 藤田 伸二細川祐季子氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 424－ 21：49．2
 42．3�
11 ステラビアンカ 牡3栗 54 川島 信二�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 438－ 41：49．51� 141．6
34 マイネルカーミン 牡4黒鹿57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B494－101：49．6� 18．6�
58 サンバビーン 牝3鹿 52 岩橋 勇二岡田 隆寛氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 474－ 21：49．7
 73．8�

（北海道）

22 ジョウテンオリーヴ 牝4鹿 55
52 ▲伴 啓太田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 502＋ 21：49．8� 76．8�

713 スズカファイター 牡3鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：50．01
 8．1�
712 ハギノブシドウ 牡3栗 54 川須 栄彦日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 492－141：50．1クビ 64．6�
815 アンサンブル 牝5黒鹿55 荻野 琢真�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 450＋ 61：50．84 107．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，027，300円 複勝： 30，496，500円 枠連： 11，098，800円
馬連： 36，480，800円 馬単： 24，280，100円 ワイド： 19，494，100円
3連複： 51，556，600円 3連単： 85，154，500円 計： 277，588，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 290円 � 180円 � 200円 枠 連（5－6） 1，580円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 890円 �� 900円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 30，590円

票 数

単勝票数 計 190273 的中 � 19064（4番人気）
複勝票数 計 304965 的中 � 23668（5番人気）� 52388（2番人気）� 42139（3番人気）
枠連票数 計 110988 的中 （5－6） 5186（7番人気）
馬連票数 計 364808 的中 �� 10280（8番人気）
馬単票数 計 242801 的中 �� 3129（21番人気）
ワイド票数 計 194941 的中 �� 5270（11番人気）�� 5188（12番人気）�� 10276（3番人気）
3連複票数 計 515566 的中 ��� 9286（11番人気）
3連単票数 計 851545 的中 ��� 2055（85番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―12．6―12．4―12．3―11．9―11．7―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．5―36．1―48．5―1：00．8―1：12．7―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピクシーホロウ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．11．11 福島1着

2010．3．18生 牝3鹿 母 ラインレジーナ 母母 シンコウエンジェル 5戦2勝 賞金 17，000，000円
〔騎手変更〕 スズカファイター号の騎手丸山元気は，病気のため岩田康誠に変更。
※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。

20010 7月6日 曇 良 （25函館2）第1日 第10競走 ��
��1，200�

もといざか

基 坂 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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

710 ブランダムール 牝4栗 55 四位 洋文�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 442－ 41：09．3 2．8�
33 タイヨウパフューム 牝5鹿 55 秋山真一郎小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 392± 01：09．72� 74．5�
55 ナ カ ナ カ 	3鹿 54 岩田 康誠中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 434＋ 21：09．91 5．2�
812 ダブルスパーク 牝4芦 55 菱田 裕二吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 460－ 4 〃 クビ 85．1�
56 ピグマリオン 牡4鹿 57 川須 栄彦 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 41：10．11
 2．9�
67 マカゼコイカゼ 牝3鹿 52 竹之下智昭國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 428－ 21：10．2� 15．8	
22 レッドストラーダ 牡5鹿 57 古川 吉洋 
東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 494± 01：10．3� 40．7�
811 タニノマイルストン 牝4栗 55 吉田 隼人谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 438＋ 8 〃 クビ 29．4�
44 グッドジーン 牡3栗 54 川島 信二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 472＋141：10．4� 27．4
11 サウスビクトル 牡4黒鹿57 木幡 初広南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 458± 01：10．5� 6．2�
79 ノーザンハリアー 	3芦 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 むかわ 渡辺 隆 434＋ 41：10．6� 78．4�
68 � ファキナウェイ 牡3栗 54 岩橋 勇二廣島 剛氏 田中 正二 新冠 斉藤 安行 452－141：11．13 199．3�

（北海道） （北海道）

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，172，200円 複勝： 32，759，000円 枠連： 11，914，900円
馬連： 46，243，900円 馬単： 34，415，700円 ワイド： 22，045，000円
3連複： 62，650，800円 3連単： 136，264，600円 計： 368，466，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 1，450円 � 180円 枠 連（3－7） 11，010円

馬 連 �� 12，860円 馬 単 �� 17，900円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 370円 �� 3，910円

3 連 複 ��� 15，930円 3 連 単 ��� 91，090円

票 数

単勝票数 計 221722 的中 � 63139（1番人気）
複勝票数 計 327590 的中 � 77761（2番人気）� 3877（11番人気）� 51700（3番人気）
枠連票数 計 119149 的中 （3－7） 799（19番人気）
馬連票数 計 462439 的中 �� 2654（27番人気）
馬単票数 計 344157 的中 �� 1419（44番人気）
ワイド票数 計 220450 的中 �� 2389（23番人気）�� 16771（3番人気）�� 1284（30番人気）
3連複票数 計 626508 的中 ��� 2903（39番人気）
3連単票数 計1362646 的中 ��� 1104（221番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．5―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．8―46．3―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランダムール �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Woodman デビュー 2011．7．10 中山1着

2009．4．6生 牝4栗 母 ウッディークー 母母 ブリズントゥアウィン 13戦3勝 賞金 46，093，000円
〔騎手変更〕 タニノマイルストン号の騎手丸山元気は，病気のため吉田隼人に変更。
※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。



20011 7月6日 曇 良 （25函館2）第1日 第11競走 ��
��2，000�

ごりょうかく

五稜郭ステークス
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．7．7以降25．6．30まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

48 ラブイズブーシェ 牡4黒鹿56 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 468＋ 42：02．1 2．2�
24 � サクラボールド 牡6栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 472－102：02．2� 10．7�
12 ドリームヒーロー 牡6青鹿54 松田 大作田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 438± 02：02．3クビ 44．3�
510 アナバティック 牡6栗 56 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 アタマ 25．5�
36 	 リリエンタール 牡6鹿 55 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida 446＋ 22：02．4
 27．2�
11 マイネルグート 牡6鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 522＋ 6 〃 クビ 12．9	
35 マイネルエルフ 牡7鹿 53 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 514－ 82：02．5
 70．7

611 ミカエルビスティー 牡6黒鹿55 三浦 皇成備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 492－ 42：02．6クビ 70．7�
47 セイカプレスト 牡7黒鹿53 大野 拓弥久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 468＋ 2 〃 ハナ 121．2�
59 ポケッタブルゲーム �8栗 55 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム 466＋ 8 〃 クビ 56．2
714 ネオブラックダイヤ 牡5青鹿55 藤田 伸二小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 22：02．92 8．1�
612 マ イ ネ マ オ 牝5鹿 52 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 510＋122：03．0クビ 22．2�
816 シンボリボルドー 牡6鹿 51 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 460－ 22：03．1
 42．4�
815 ツルミプラチナム 牡6黒鹿55 柴山 雄一�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 480＋ 22：03．2
 12．9�
713 サフランディライト 牡5鹿 55 川須 栄彦海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 488± 02：03．3
 16．9�
23 タニノシュヴァリエ 牡4青 55 秋山真一郎谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 488＋ 6 〃 クビ 6．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，972，100円 複勝： 58，971，000円 枠連： 32，725，400円
馬連： 127，778，400円 馬単： 74，970，700円 ワイド： 50，794，000円
3連複： 190，215，800円 3連単： 318，499，500円 計： 889，926，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 310円 � 840円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，080円 �� 5，810円

3 連 複 ��� 17，250円 3 連 単 ��� 56，930円

票 数

単勝票数 計 359721 的中 � 132789（1番人気）
複勝票数 計 589710 的中 � 167089（1番人気）� 42937（4番人気）� 13110（12番人気）
枠連票数 計 327254 的中 （2－4） 44436（1番人気）
馬連票数 計1277784 的中 �� 77971（3番人気）
馬単票数 計 749707 的中 �� 31925（3番人気）
ワイド票数 計 507940 的中 �� 26291（3番人気）�� 5838（25番人気）�� 2033（65番人気）
3連複票数 計1902158 的中 ��� 8138（58番人気）
3連単票数 計3184995 的中 ��� 4129（163番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．3―12．9―12．9―12．6―12．3―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．2―49．1―1：02．0―1：14．6―1：26．9―1：38．8―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブイズブーシェ �
�
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 2011．10．8 京都5着

2009．3．24生 牡4黒鹿 母 ロ ー リ エ 母母 ナカミシュンラン 15戦5勝 賞金 80，674，000円
〔騎手変更〕 ドリームヒーロー号の騎手丸山元気は，病気のため松田大作に変更。

20012 7月6日 曇 稍重 （25函館2）第1日 第12競走 ��
��1，000�

ふ ん か わ ん

噴 火 湾 特 別
発走16時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 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
57．7
57．1

重
稍重

67 ト レ ボ ー ネ �5鹿 57 黛 弘人田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 446± 0 58．3 7．9�
11 ケ ビ ン ド ゥ 牡4栗 57 川須 栄彦井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 476± 0 58．51	 3．7�
79 ド ナ リ サ 牝5鹿 55 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 474－ 6 58．6
 41．8�
68 セイウンチカラ 牡3鹿 54 秋山真一郎西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 B502＋18 58．81	 3．3�
811 ラ シ ー ク 牝4鹿 55 横山 和生�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 484＋ 6 58．9� 4．8�
33 � コーリンハッピー 牝5芦 55 村田 一誠伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 476＋ 2 〃 ハナ 35．1	
56 ラベンダーカラー 牝5黒鹿55 三浦 皇成青芝商事
 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 クビ 49．4�
710 ワイキキブリーズ 牝6栗 55 川島 信二折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 512＋ 8 59．11 49．5�
44 リベルタドーレス 牡3栗 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 498＋ 4 59．31 6．5
812 メイショウフォロー 牡4鹿 57 上村 洋行松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 474－ 2 59．4
 24．1�
55 ノボプレシャス 牝4栗 55 岩田 康誠
LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B464＋ 2 59．5クビ 21．8�
22 � アグネスレイザー 牡8鹿 57 吉田 隼人渡辺 孝男氏 森 秀行 米 R. D. Hubbard &

Dr. E. C. Allred 486－ 41：00．13� 116．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，230，500円 複勝： 49，848，100円 枠連： 17，590，800円
馬連： 67，815，500円 馬単： 45，408，300円 ワイド： 32，840，500円
3連複： 92，119，200円 3連単： 178，785，100円 計： 518，638，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 220円 � 180円 � 680円 枠 連（1－6） 540円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，190円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 9，860円 3 連 単 ��� 50，670円

票 数

単勝票数 計 342305 的中 � 34314（5番人気）
複勝票数 計 498481 的中 � 62829（5番人気）� 87106（2番人気）� 14960（9番人気）
枠連票数 計 175908 的中 （1－6） 24156（2番人気）
馬連票数 計 678155 的中 �� 39295（6番人気）
馬単票数 計 454083 的中 �� 10217（14番人気）
ワイド票数 計 328405 的中 �� 17802（7番人気）�� 3526（28番人気）�� 3781（25番人気）
3連複票数 計 921192 的中 ��� 6896（39番人気）
3連単票数 計1787851 的中 ��� 2604（171番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―33．8―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト レ ボ ー ネ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 メジロライアン デビュー 2010．12．19 中山3着

2008．5．13生 �5鹿 母 ハートフルボイス 母母 コールミーネイム 18戦4勝 賞金 52，221，000円
〔騎手変更〕 トレボーネ号の騎手丸山元気は，病気のため黛弘人に変更。
〔制裁〕 コーリンハッピー号の騎手村田一誠は，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：11番・7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。
（非抽選馬） 2頭 ジョージジョージ号・ビタースウィート号



（25函館2）第1日 7月6日（土曜日） 曇一時晴 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 134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

183，230，000円
2，080，000円
10，010，000円
1，350，000円
14，630，000円
48，252，000円
3，458，000円
1，286，400円

勝馬投票券売得金
226，374，600円
369，222，700円
108，238，400円
446，529，800円
333，908，100円
216，184，300円
632，144，300円
1，292，146，200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 3，624，748，400円

総入場人員 3，780名 （有料入場人員 3，251名）
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