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20037 7月14日 晴 良 （25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
1：09．3
1：07．8

良
良

89 コスモエルデスト 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 鳥井 征士 422± 01：10．3 6．2�
44 デンコウウノ 牡2鹿 54 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 476－ 21：10．51� 1．6�
11 アルマセクレタ 牡2鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 日高 日高大洋牧場 482－ 81：10．71� 10．8�
66 コスモラヴコール 牡2芦 54 大野 拓弥 �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 464－ 21：10．91� 45．7�
33 ヴォルカヌス 牡2鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 日高 出口牧場 418－ 21：11．0クビ 3．7	

77 ハ ッ ツ オ フ 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 458－ 6 〃 クビ 23．0


55 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 448＋ 41：11．21� 80．1�
78 プランタンポルト 牝2黒鹿54 村田 一誠岡田 牧雄氏 田中 剛 様似 様似共栄牧場 398＋ 61：12．15 53．6�
810 ヘルツォーク 牡2鹿 54 吉田 隼人畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 450± 0 〃 ハナ 130．4
22 モリトラッキー 牡2黒鹿 54

52 △横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 えりも エクセルマネジメント 496－ 21：12．31� 226．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 15，050，800円 複勝： 46，438，900円 枠連： 4，849，200円
馬連： 22，459，600円 馬単： 21，875，700円 ワイド： 14，186，100円
3連複： 32，606，900円 3連単： 85，719，000円 計： 243，186，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（4－8） 360円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 160円 �� 440円 �� 230円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 5，230円

票 数

単勝票数 計 150508 的中 � 19334（3番人気）
複勝票数 計 464389 的中 � 49866（2番人気）� 321318（1番人気）� 23751（4番人気）
枠連票数 計 48492 的中 （4－8） 10069（2番人気）
馬連票数 計 224596 的中 �� 52741（2番人気）
馬単票数 計 218757 的中 �� 14516（5番人気）
ワイド票数 計 141861 的中 �� 28264（2番人気）�� 6240（6番人気）�� 14919（3番人気）
3連複票数 計 326069 的中 ��� 30526（3番人気）
3連単票数 計 857190 的中 ��� 12100（16番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．7―11．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―46．3―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモエルデスト �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 アッミラーレ デビュー 2013．6．16 函館5着

2011．6．2生 牝2鹿 母 ビューティアイ 母母 ビューティソング 3戦1勝 賞金 6，450，000円

20038 7月14日 晴 良 （25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

45 スリースペシャル 牡3鹿 56 松田 大作永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 B468－ 41：46．9 54．7�
68 ライフトップガン 牡3鹿 56 岩田 康誠谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 486＋ 4 〃 クビ 1．1�
22 キクノセントロ 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 462－ 41：47．85 13．5�
812 プリズンブレーク 牡3青 56 北村 宏司細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 B432± 01：48．01� 10．7�
33 メイショウホワイト 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 434＋ 41：48．42� 166．6	
813 ノボサイボーグ 牡3栗 56 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 458－ 4 〃 アタマ 17．1

56 ラブインザミスト 牝3黒鹿54 田中 博康宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 486＋ 41：48．61 118．2�
710 ミストフェリーズ 牡3栗 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 4 〃 クビ 35．5
57 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－ 21：48．81� 62．5�
711 ラストキャスケード 牝3鹿 54 古川 吉洋加藤 信之氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 436＋ 61：48．9クビ 204．9�
44 ピクシーチャーム 牝3鹿 54 黛 弘人上茶谷 一氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 396＋181：49．64 188．6�
69 ポ セ イ ド ン 牡3栗 56 吉田 隼人安原 浩司氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 438＋101：50．45 140．5�
11 パンサーキング 牡3青鹿56 勝浦 正樹山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 470＋181：52．4大差 245．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，229，900円 複勝： 65，721，900円 枠連： 6，329，700円
馬連： 21，165，300円 馬単： 25，098，100円 ワイド： 13，140，900円
3連複： 32，374，700円 3連単： 94，126，900円 計： 280，187，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，470円 複 勝 � 670円 � 100円 � 170円 枠 連（4－6） 1，580円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，960円 �� 230円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 39，680円

票 数

単勝票数 計 222299 的中 � 3206（6番人気）
複勝票数 計 657219 的中 � 6322（7番人気）� 504895（1番人気）� 39183（3番人気）
枠連票数 計 63297 的中 （4－6） 2973（5番人気）
馬連票数 計 211653 的中 �� 8687（6番人気）
馬単票数 計 250981 的中 �� 2752（17番人気）
ワイド票数 計 131409 的中 �� 4560（8番人気）�� 1418（18番人気）�� 17254（2番人気）
3連複票数 計 323747 的中 ��� 7333（11番人気）
3連単票数 計 941269 的中 ��� 1751（92番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―31．0―43．5―56．1―1：08．7―1：21．0―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリースペシャル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2012．6．17 函館12着

2010．3．20生 牡3鹿 母 ワンモアヒット 母母 ベイブルーム 11戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パンサーキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月14日まで平地競

走に出走できない。

第２回 函館競馬 第４日



20039 7月14日 晴 良 （25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）

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
57．7
57．1

重
稍重

89 ディアアスペン 牝3栗 54 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 青森 野々宮牧場 452± 0 59．8 6．0�
55 プリマチュチュ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 有限会社武岡牧場 450＋ 4 59．9� 5．4�
77 デルフィニア 牝3鹿 54 荻野 琢真田中 春美氏 嶋田 潤 新ひだか 田中 春美 462－ 6 〃 アタマ 7．1�
33 ラ サ イ ニ 牝3黒鹿 54

52 △横山 和生加藤 信之氏 土田 稔 新冠 ヒノデファーム 458－ 41：00．21� 22．8�
11 クラッチブーケ 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 460± 0 〃 ハナ 16．9�
66 ルナーリンガス 牝3鹿 54 丸田 恭介伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田牧場 464± 01：00．41� 73．3�
810 タガノゴッデス 牝3黒鹿54 大野 拓弥八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 438± 01：00．5� 118．1	
44 チェリーシェル 牝3黒鹿54 菅原 隆一
ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 442＋ 21：00．6クビ 36．1�
22 レーヴイマージン 牝3栗 54 武 豊村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 聖心台牧場 450± 01：00．81� 1．8�
78 プードルデコール 牝3栗 54 岩田 康誠 
サンデーレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 21：00．9� 28．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 17，068，500円 複勝： 35，503，600円 枠連： 5，420，800円
馬連： 23，668，000円 馬単： 25，706，700円 ワイド： 13，616，700円
3連複： 34，226，500円 3連単： 89，895，400円 計： 245，106，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 200円 � 240円 枠 連（5－8） 1，470円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 450円 �� 630円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 21，230円

票 数

単勝票数 計 170685 的中 � 22774（3番人気）
複勝票数 計 355036 的中 � 45152（3番人気）� 51358（2番人気）� 36611（4番人気）
枠連票数 計 54208 的中 （5－8） 2722（7番人気）
馬連票数 計 236680 的中 �� 10823（6番人気）
馬単票数 計 257067 的中 �� 5311（12番人気）
ワイド票数 計 136167 的中 �� 7621（5番人気）�� 5184（7番人気）�� 7550（6番人気）
3連複票数 計 342265 的中 ��� 7775（14番人気）
3連単票数 計 898954 的中 ��� 3126（63番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．9―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．9―34．8―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアアスペン �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．6．16 函館8着

2010．5．20生 牝3栗 母 ケイアイパトラ 母母 サチジョージ 9戦1勝 賞金 8，040，000円
※出走取消馬 アキノディフェンス号（疾病〔右前肢裂創〕のため）

20040 7月14日 晴 良 （25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

812 バイオレットアロー 牡3鹿 56
55 ☆菱田 裕二池田 實氏 藤岡 範士 新ひだか 山口 忠彦 458＋ 41：46．6 3．8�

11 ポイントブランク 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 524－ 21：46．7� 5．3�
68 リライブナカヤマ 牡3鹿 56 北村 宏司�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 B452－ 21：47．02 4．9�
711 ユ ウ ヅ キ 牝3鹿 54 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 450＋ 81：47．74 4．6�
813 イニシャルダブル 牝3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 414－ 21：48．01� 113．5�
44 ローレルグラーネ 牡3芦 56 松田 大作 	ローレルレーシング 木原 一良 新冠 森永 聡 454＋ 21：48．1� 10．6

710 コスモカトルカール 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 21：48．2クビ 18．8�
57 マイネルゴスホーク 牡3鹿 56 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 492－ 81：48．52 5．8�
56 メイショウキラボシ 牡3黒鹿56 吉田 隼人松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 470＋ 41：48．92� 200．6
45 ネクストフラワー 牝3栗 54

52 △横山 和生吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム 476＋ 41：49．0クビ 56．3�
33 メ ネ フ ネ 牝3栗 54 黛 弘人藤沼 利夫氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 434－ 21：49．31� 85．4�
22 ラッドルチェンド 牝3鹿 54 荻野 琢真 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482 ―1：49．4� 53．4�
69 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 458－ 61：50．89 315．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，467，500円 複勝： 31，631，400円 枠連： 6，946，400円
馬連： 27，499，900円 馬単： 20，036，600円 ワイド： 15，360，800円
3連複： 40，465，500円 3連単： 67，733，800円 計： 229，141，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 200円 � 170円 枠 連（1－8） 1，010円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 710円 �� 590円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 12，920円

票 数

単勝票数 計 194675 的中 � 41119（1番人気）
複勝票数 計 316314 的中 � 58042（1番人気）� 40203（5番人気）� 49086（3番人気）
枠連票数 計 69464 的中 （1－8） 5100（6番人気）
馬連票数 計 274999 的中 �� 14988（7番人気）
馬単票数 計 200366 的中 �� 5214（14番人気）
ワイド票数 計 153608 的中 �� 5351（12番人気）�� 6626（10番人気）�� 4787（14番人気）
3連複票数 計 404655 的中 ��� 12259（9番人気）
3連単票数 計 677338 的中 ��� 3872（36番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．2―43．2―56．2―1：08．6―1：20．9―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
・（1，11）12，3，13－10（7，9）6（5，8）4－2・（1，11，12）－（3，13，8）10，7（6，5，4）9，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオレットアロー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．5．18 京都5着

2010．3．22生 牡3鹿 母 エヴァブルーム 母母 イングリッシュホーマー 3戦1勝 賞金 5，560，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒキャクノアシ号



20041 7月14日 晴 良 （25函館2）第4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

35 セイウンヒマワリ 牝3栗 54 柴山 雄一西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 中脇 満 394＋ 81：10．1 3．7�
713 ムーンメイヴン 牝3鹿 54 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 8 〃 クビ 2．8�
11 ナイスキャッチ 牝3栗 54 丸山 元気吉田 千津氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 416＋ 41：10．2クビ 8．4�
611 マジシャンズレッド 牡3栗 56 柴田 善臣北所 直人氏 高橋 裕 日高 永村 侑 470＋ 41：10．41� 11．7�
816 マイネライムライト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム B432－ 41：10．5� 26．6�
510 リネンスカイ 牝3鹿 54 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 458－ 61：10．6	 22．0	
36 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 432＋ 61：10．7� 35．8

612 ワイドキング 牡3鹿 56 岩田 康誠幅田 昌伸氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 478＋10 〃 アタマ 17．6�
815 マルイチワンダー 牡3栗 56 古川 吉洋小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 448± 0 〃 ハナ 8．7�
59 エ ミ オ ン 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 上村 清志 448－101：10．91 69．2
23 クインポルカ 牝3芦 54 松田 大作田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 448＋ 8 〃 クビ 24．8�
48 ラ ッ カ ー サ 牝3栗 54 丸田 恭介�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 434＋101：11．0� 103．4�
47 ミヤビアンジェロ 牝3鹿 54 黛 弘人村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 430－ 81：11．21� 129．0�
24 フ レ ン ズ 牝3芦 54 吉田 隼人林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B468＋101：11．41� 130．2�
12 アーケオプテリクス 牝3鹿 54 大野 拓弥佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 460± 0 〃 クビ 21．8�
714 ヤマノアイリー 牝3栗 54 北村 宏司山住 勲氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 430－ 21：11．61� 89．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，848，400円 複勝： 31，471，700円 枠連： 8，775，500円
馬連： 31，499，200円 馬単： 22，844，600円 ワイド： 17，950，800円
3連複： 45，020，300円 3連単： 74，624，900円 計： 250，035，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 120円 � 200円 枠 連（3－7） 500円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 250円 �� 530円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 8，450円

票 数

単勝票数 計 178484 的中 � 38954（2番人気）
複勝票数 計 314717 的中 � 67380（2番人気）� 85837（1番人気）� 30085（4番人気）
枠連票数 計 87755 的中 （3－7） 13000（1番人気）
馬連票数 計 314992 的中 �� 41284（1番人気）
馬単票数 計 228446 的中 �� 12841（2番人気）
ワイド票数 計 179508 的中 �� 20170（1番人気）�� 7841（5番人気）�� 8548（4番人気）
3連複票数 計 450203 的中 ��� 19160（2番人気）
3連単票数 計 746249 的中 ��� 6524（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．6―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―46．1―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 ・（13，15）16（1，5）－（2，11）（9，10，14）3（4，8）7－（12，6） 4 ・（13，15）16（1，5）11，2，10，9，14（3，4，8）7，6，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セイウンヒマワリ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 クロコルージュ デビュー 2012．12．2 阪神2着

2010．4．25生 牝3栗 母 ヒカルプリンセス 母母 オールウェイズグッドサンクス 6戦1勝 賞金 9，200，000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） 1頭 ステラインベレッタ号
（非抽選馬） 1頭 ラピッズトウショウ号

20042 7月14日 晴 良 （25函館2）第4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

510 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 482＋ 41：48．9 3．6�
611 ミッキーマンデー 牡3栗 56 秋山真一郎三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 474＋ 41：49．32� 4．4�
612 レディアントデイズ 牡3栗 56 勝浦 正樹髙橋 長治氏 田村 康仁 新ひだか グローリーファーム 482＋ 41：49．61� 9．9�
714 コスモサンチャン 牝3鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 8 〃 ハナ 41．3�
35 	 アンカジャポニカ 牝3黒鹿54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 Tinnakill, M. Sad-

lier & A. Byrne 440＋ 21：49．7� 25．8�
713 スウィートアゲン 牝3鹿 54

52 △横山 和生浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 落合 一巳 490＋12 〃 ハナ 70．3	
23 シナジーウィスパー 牝3黒鹿54 和田 竜二 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438－ 61：50．01� 11．5

47 フライトゥザピーク 牡3黒鹿56 丸山 元気有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：50．1� 15．7�
12 フォントネー 牝3鹿 54 北村 宏司村野 康司氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：50．2クビ 180．2�
48 ブロンドヒロイン 牝3栗 54 津村 明秀 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 458＋ 41：50．3� 38．2
11 ポ ッ ド レ イ 牝3青鹿54 古川 吉洋小川眞査雄氏 土田 稔 新ひだか 坂本 春雄 430＋ 81：50．72� 212．9�
815 スリーベラミ 牝3鹿 54 松田 大作永井商事� 橋田 満 新ひだか グランド牧場 446＋ 61：50．91
 4．4�
36 ヤマニンレジーナ 牝3鹿 54 柴山 雄一土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 414－ 21：51．0� 105．2�
24 エアマスカット 牝3黒鹿54 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 428 ―1：51．1� 11．8�
59 ルナレガーロ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500＋16 〃 ハナ 17．5�
816 ナゲットハント 牝3青鹿54 三浦 皇成�下河辺牧場 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 418± 01：53．2大差 251．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，935，900円 複勝： 34，177，500円 枠連： 10，163，600円
馬連： 31，532，100円 馬単： 22，533，900円 ワイド： 18，259，800円
3連複： 47，486，400円 3連単： 73，124，600円 計： 257，213，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 150円 � 240円 枠 連（5－6） 430円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 260円 �� 700円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計 199359 的中 � 44724（1番人気）
複勝票数 計 341775 的中 � 76663（1番人気）� 67176（2番人気）� 28989（4番人気）
枠連票数 計 101636 的中 （5－6） 17665（1番人気）
馬連票数 計 315321 的中 �� 34339（1番人気）
馬単票数 計 225339 的中 �� 12015（1番人気）
ワイド票数 計 182598 的中 �� 20332（1番人気）�� 5983（5番人気）�� 5516（6番人気）
3連複票数 計 474864 的中 ��� 18199（2番人気）
3連単票数 計 731246 的中 ��� 7011（7番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．4―12．5―12．4―12．2―12．2―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．7―48．2―1：00．6―1：12．8―1：25．0―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ティアップレーヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．17 東京6着

2010．3．9生 牝3芦 母 アドマイヤバレー 母母 シアラスダンサー 6戦1勝 賞金 8，200，000円
〔騎手変更〕 ナゲットハント号の騎手上村洋行は，病気のため三浦皇成に変更。
〔制裁〕 フォントネー号の騎手北村宏司は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナゲットハント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月14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） 1頭 マイネルパイレーツ号
（非抽選馬） 1頭 スピッツコール号



20043 7月14日 晴 良 （25函館2）第4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 コーリンギデオン 牡4鹿 57
55 △横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 462－ 6 58．9 6．5�

55 キャプテンサクラ 牝4栗 55 荻野 琢真武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 484＋ 8 59．21� 6．2�
68 ナイスゴールド 牝4栗 55 三浦 皇成 �ワイ・アール・シー 高橋 裕 日高 木村牧場 452± 0 〃 クビ 6．2�
67 オンワードセジール 牝7栗 55 勝浦 正樹�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 474＋ 2 〃 ハナ 14．5�
11 マウントフジ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 440－ 2 59．41� 19．7	
812 スノークラフト 牝4芦 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 444－ 4 59．61 28．5

79 バ ン ビ ア イ 牝3鹿 52 北村 宏司北所 直人氏 大江原 哲 新ひだか 嶋田牧場 456＋ 8 〃 アタマ 9．9�
710 セトブリッジ 牡4黒鹿57 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 510＋ 8 〃 アタマ 9．8�
56 ケイエスキングオー 牡5鹿 57 岩田 康誠キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 B438－ 2 59．81� 4．4
33 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 456＋ 21：00．01� 6．1�
811 シゲルコジシザ 牝3鹿 52 和田 竜二森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 加野牧場 B460－ 41：00．1� 70．0�
22 テイエムチャンス 牡4黒鹿 57

54 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 470± 01：00．31� 46．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，508，400円 複勝： 32，023，400円 枠連： 8，818，100円
馬連： 32，335，100円 馬単： 21，502，300円 ワイド： 17，876，700円
3連複： 50，763，700円 3連単： 84，452，000円 計： 264，279，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 280円 � 230円 枠 連（4－5） 860円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 940円 �� 790円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 5，180円 3 連 単 ��� 32，550円

票 数

単勝票数 計 165084 的中 � 20184（5番人気）
複勝票数 計 320234 的中 � 39079（2番人気）� 28660（6番人気）� 39076（3番人気）
枠連票数 計 88181 的中 （4－5） 7649（4番人気）
馬連票数 計 323351 的中 �� 8732（14番人気）
馬単票数 計 215023 的中 �� 2857（27番人気）
ワイド票数 計 178767 的中 �� 4716（14番人気）�� 5680（9番人気）�� 3888（17番人気）
3連複票数 計 507637 的中 ��� 7240（19番人気）
3連単票数 計 844520 的中 ��� 1915（116番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．5―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーリンギデオン �
�
父 オンファイア �

�
母父 ミシックトライブ デビュー 2011．11．6 東京7着

2009．4．23生 牡4鹿 母 コーリンラヴィアン 母母 コーリンビビアン 17戦3勝 賞金 24，620，000円
〔その他〕 キャプテンサクラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キャプテンサクラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年8月14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。
（非当選馬） 1頭 サンマルグロワール号
（非抽選馬） 1頭 ドキドキガール号

20044 7月14日 晴 良 （25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）

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

89 クラリティーエス 牝3青鹿52 武 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 486＋ 41：46．3 2．6�
33 ジャズダンサー 牝3栃栗52 大野 拓弥�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448＋ 41：46．51� 6．1�
77 トレジャーチェスト 牝6芦 55

53 △横山 和生金子真人ホール
ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 522＋ 41：46．92� 28．3�

11 ホワイトアルバム 牝5芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 522＋ 2 〃 ハナ 25．0�
88 ストレートラブ 牝4青鹿55 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 41：47．11� 6．6	
22 シニスタークイーン 牝4黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 446＋ 2 〃 ハナ 2．7

55 シーズガレット 牝5栗 55

52 ▲城戸 義政橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 468＋ 21：47．42 14．5�
44 フジドリーム 牝4鹿 55 丹内 祐次藤田 達男氏 清水 英克 新冠 イワミ牧場 422± 01：47．61 79．6�
66 アリエルシチー 牝4黒鹿55 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 新ひだか 幌村牧場 454－ 81：48．13 57．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，786，200円 複勝： 22，302，700円 枠連： 7，381，000円
馬連： 27，693，100円 馬単： 24，711，800円 ワイド： 16，060，700円
3連複： 37，744，200円 3連単： 97，676，200円 計： 251，355，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 210円 � 370円 枠 連（3－8） 590円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 390円 �� 790円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 18，990円

票 数

単勝票数 計 177862 的中 � 55863（1番人気）
複勝票数 計 223027 的中 � 53078（2番人気）� 27474（4番人気）� 12152（6番人気）
枠連票数 計 73810 的中 （3－8） 9284（3番人気）
馬連票数 計 276931 的中 �� 29452（3番人気）
馬単票数 計 247118 的中 �� 16191（4番人気）
ワイド票数 計 160607 的中 �� 11231（5番人気）�� 4930（12番人気）�� 1246（22番人気）
3連複票数 計 377442 的中 ��� 4404（19番人気）
3連単票数 計 976762 的中 ��� 3797（63番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．3―12．9―12．7―12．6―12．7―12．2―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―31．0―43．9―56．6―1：09．2―1：21．9―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラリティーエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．11．4 東京9着

2010．3．17生 牝3青鹿 母 キラリダイヤモンド 母母 ブリリアントカット 10戦2勝 賞金 20，500，000円



20045 7月14日 晴 良 （25函館2）第4日 第9競走 ��
��1，200�

し も き た は ん と う

下 北 半 島 特 別
発走14時15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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

77 ゴールデンムーン 牝4栗 55 岩田 康誠�G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 470－ 21：09．5 1．5�
66 � ラ ン ザ ン 牡4栗 57 柴田 善臣橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 B486＋ 61：09．71	 4．7�
33 ヨドノグレイス 牝4鹿 55 菱田 裕二海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 432－ 41：10．01
 13．5�
55 シ ュ ウ ギ ン 牝3鹿 52 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 434＋ 4 〃 アタマ 17．3�
11 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 496＋ 61：10．21	 18．5�
89 ヤマニンネレイス 牝4栗 55 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 466± 0 〃 クビ 41．8	
88 � ミッドナイトリバー 牝4鹿 55 丹内 祐次小林 薫氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 430－ 21：10．3クビ 64．9

44 グッドジーン 牡3栗 54 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：10．4� 37．4�
22 オオタニジムチョウ 牡4黒鹿57 竹之下智昭國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 458± 0 〃 ハナ 7．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，872，700円 複勝： 70，684，100円 枠連： 8，274，100円
馬連： 37，486，400円 馬単： 40，762，300円 ワイド： 19，857，600円
3連複： 56，504，000円 3連単： 166，894，500円 計： 423，335，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連（6－7） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 170円 �� 270円 �� 550円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計 228727 的中 � 120869（1番人気）
複勝票数 計 706841 的中 � 475623（1番人気）� 71266（2番人気）� 27945（5番人気）
枠連票数 計 82741 的中 （6－7） 23991（1番人気）
馬連票数 計 374864 的中 �� 100879（1番人気）
馬単票数 計 407623 的中 �� 76413（1番人気）
ワイド票数 計 198576 的中 �� 36874（1番人気）�� 17608（3番人気）�� 7177（7番人気）
3連複票数 計 565040 的中 ��� 50369（2番人気）
3連単票数 計1668945 的中 ��� 63334（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―11．8―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．4―46．2―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2011．8．13 小倉1着

2009．3．30生 牝4栗 母 トップサンキスト 母母 サンキストイエロー 19戦3勝 賞金 58，554，000円

20046 7月14日 晴 良 （25函館2）第4日 第10競走 ��
��1，700�

こ ま ば

駒 場 特 別
発走14時50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 287，000円 82，000円 41，000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 � 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 516＋ 41：44．0 4．3�
813 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 472± 01：44．32 4．0�
710 サ ン ビ ス タ 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 474＋12 〃 クビ 4．6�
44 アンティークカラー 牝5栗 55 吉田 隼人太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 452－141：44．51	 23．7�
57 ドリームザネクスト 牡6鹿 57 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 498± 01：44．71
 10．0�
56 ニシノゲイナー 牡5鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 468＋10 〃 ハナ 45．2	
45 ビタースウィート 牝6鹿 55 三浦 皇成
桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 458＋ 41：44．91 71．3�
812 ハ ル カ フ ジ 牡5鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 482－ 21：45．22 19．8�
68 ハギノコメント 牡4鹿 57 横山 和生日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 486－ 81：45．3クビ 75．4
22 ニホンピロララバイ 牡7鹿 57 菱田 裕二小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 480± 0 〃 クビ 370．1�
711 イースターパレード �4栗 57 荻野 琢真�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 494＋ 4 〃 ハナ 3．4�
69 シャイニーダンディ 牡5青鹿57 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド B474＋ 21：45．4クビ 266．7�
11 ヤマニンパソドブル 牝6青鹿55 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 478－ 61：47．9大差 265．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，289，200円 複勝： 50，286，600円 枠連： 17，352，500円
馬連： 64，622，900円 馬単： 43，783，100円 ワイド： 28，623，500円
3連複： 88，865，900円 3連単： 171，842，800円 計： 495，666，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 130円 � 160円 枠 連（3－8） 750円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 330円 �� 370円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 7，260円

票 数

単勝票数 計 302892 的中 � 56788（3番人気）
複勝票数 計 502866 的中 � 93984（3番人気）� 118502（1番人気）� 72380（4番人気）
枠連票数 計 173525 的中 （3－8） 17163（3番人気）
馬連票数 計 646229 的中 �� 50674（4番人気）
馬単票数 計 437831 的中 �� 17448（8番人気）
ワイド票数 計 286235 的中 �� 22272（4番人気）�� 18604（6番人気）�� 22397（3番人気）
3連複票数 計 888659 的中 ��� 53099（4番人気）
3連単票数 計1718428 的中 ��� 17484（21番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．7―41．9―54．4―1：07．0―1：19．6―1：31．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3

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

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

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 5戦3勝 賞金 32，186，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 イースターパレード号の調教師平田修は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金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。
（非当選馬） 1頭 ニチリンローレル号



20047 7月14日 曇 良 （25函館2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第49回農林水産省賞典 函館記念（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，24．7．14以降25．7．7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

農林水産大臣賞・函館市長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

48 トウケイヘイロー 牡4鹿 57．5 武 豊木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 492＋ 41：58．6 4．8�
11 � アンコイルド 牡4鹿 55 吉田 隼人�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 486－ 21：58．91� 14．3�
815 アスカクリチャン 牡6鹿 56 岩田 康誠栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 496－ 2 〃 クビ 20．4�
59 サトノギャラント 牡4黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 ハナ 4．5�
510 トウカイパラダイス 牡6黒鹿56 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 514－ 21：59．22 6．1�
35 レインボーダリア 牝6栗 55．5 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 462＋ 41：59．41	 9．4	
816 メイショウウズシオ 牡6黒鹿55 四位 洋文松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 474－ 61：59．82
 12．9

714 モ ズ 牡6青 53 松田 大作�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 B470－ 41：59．9� 51．3�
47 ネヴァブション 牡10黒鹿55 丸田 恭介廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 480－ 82：00．32
 135．4
36 エアソミュール 牡4黒鹿56．5 和田 竜二 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494－ 22：00．4クビ 3．8�
611 カ リ バ ー ン �6鹿 54 木幡 初広 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B474－ 4 〃 クビ 152．6�
23 コスモラピュタ 牡6鹿 54 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 480± 02：00．5
 77．0�
24 ネオブラックダイヤ 牡5青鹿52 三浦 皇成小林 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 502＋ 4 〃 ハナ 51．9�
713 ホッカイカンティ 牡8鹿 54 村田 一誠�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 524± 02：00．6クビ 376．3�
12 イケドラゴン 牡8栗 48 伴 啓太池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 532－ 22：00．91� 127．7�
612 コスモネモシン 牝6青鹿53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 472－122：01．75 45．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 154，433，100円 複勝： 258，615，400円 枠連： 136，064，200円
馬連： 636，330，400円 馬単： 337，743，900円 ワイド： 219，025，200円
3連複： 943，274，400円 3連単： 1，852，733，400円 計： 4，538，220，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 230円 � 400円 � 600円 枠 連（1－4） 2，940円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 2，030円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 21，930円 3 連 単 ��� 102，090円

票 数

単勝票数 計1544331 的中 � 255091（3番人気）
複勝票数 計2586154 的中 � 356741（3番人気）� 166035（6番人気）� 100230（8番人気）
枠連票数 計1360642 的中 （1－4） 34258（12番人気）
馬連票数 計6363304 的中 �� 130942（18番人気）
馬単票数 計3377439 的中 �� 41117（27番人気）
ワイド票数 計2190252 的中 �� 35591（19番人気）�� 26560（25番人気）�� 19288（32番人気）
3連複票数 計9432744 的中 ��� 31749（67番人気）
3連単票数 計18527334 的中 ��� 13394（306番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―34．9―46．7―58．8―1：10．9―1：22．9―1：34．9―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウケイヘイロー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2011．7．31 新潟1着

2009．4．22生 牡4鹿 母 ダンスクィーン 母母 ハイネスポート 16戦7勝 賞金 201，469，000円
〔その他〕 ホッカイカンティ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ホッカイカンティ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年8月14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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サクラボールド号

20048 7月14日 曇 良 （25函館2）第4日 第12競走 ��
��2，600�

ほっかい

北海ハンデキャップ
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．7．14以降25．7．7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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
2：37．3

良
良

79 レッドシュナイト 牡5栗 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B476－ 42：41．6 63．3�
11 ヒルノドンカルロ 牡3青鹿52 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B514± 0 〃 クビ 3．1�
33 � ダブルオーセブン 牡5黒鹿54 木幡 初広久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 486＋ 22：41．81 29．0�
67 アドマイヤバラード 牡4栗 56 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518－ 8 〃 クビ 2．7�
810� コモノドラゴン 牡5栗 56 三浦 皇成永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 486－ 42：42．01� 9．1�
66 ナンデヤネン 牡6青 55 大野 拓弥杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 476－102：42．1	 37．9	
55 エアポートメサ 牡5栗 57 丸田 恭介新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 460＋ 8 〃 ハナ 14．5

811 ドラゴンレジェンド 牡3栗 52 岩田 康誠窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 484－ 22：42．2クビ 6．1�
78 コスモカンタービレ 牡6黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 500＋ 22：42．3	 34．2
22 スノーストーム 牡3栗 52 勝浦 正樹 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 486± 02：42．4	 10．0�
44 フィルハーマジック 牝5鹿 52 吉田 隼人�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 480＋182：43．25 85．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，603，400円 複勝： 72，188，000円 枠連： 21，556，800円
馬連： 96，669，400円 馬単： 66，131，800円 ワイド： 46，405，400円
3連複： 133，411，300円 3連単： 299，761，200円 計： 781，727，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，330円 複 勝 � 1，450円 � 190円 � 650円 枠 連（1－7） 3，260円

馬 連 �� 8，850円 馬 単 �� 30，720円

ワ イ ド �� 3，530円 �� 9，620円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 59，420円 3 連 単 ��� 630，270円

票 数

単勝票数 計 456034 的中 � 5680（10番人気）
複勝票数 計 721880 的中 � 10755（10番人気）� 135898（2番人気）� 25740（8番人気）
枠連票数 計 215568 的中 （1－7） 4894（13番人気）
馬連票数 計 966694 的中 �� 8067（25番人気）
馬単票数 計 661318 的中 �� 1589（67番人気）
ワイド票数 計 464054 的中 �� 3204（34番人気）�� 1161（52番人気）�� 9592（15番人気）
3連複票数 計1334113 的中 ��� 1657（111番人気）
3連単票数 計2997612 的中 ��� 351（742番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．6―24．5―37．1―50．1―1：02．3―1：15．5―1：28．5―1：41．4―1：54．0―2：06．1―2：17．7―2：29．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドシュナイト �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．3．20 阪神9着

2008．4．30生 牡5栗 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス 21戦4勝 賞金 41，772，000円

３レース目



（25函館2）第4日 7月14日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 148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

230，510，000円
2，080，000円
7，170，000円
1，930，000円
20，940，000円
53，201，500円
4，120，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
399，094，000円
751，045，200円
241，931，900円
1，052，961，400円
672，730，800円
440，364，200円
1，542，743，800円
3，158，584，700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 8，259，456，000円

総入場人員 12，303名 （有料入場人員 ）
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