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20061 7月21日 曇 良 （25函館2）第6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
1：46．0

良
良

55 サ ン ダ ラ ス 牡2栗 54 四位 洋文加藤 信之氏 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 460± 01：51．2 5．3�
77 ア ク シ ア 牡2栗 54 黛 弘人山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 464－ 81：51．41� 5．4�
88 ウインボナンザ 牡2鹿 54 大野 拓弥�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 464± 01：51．93 16．4�
33 コスモソラフネ 牡2芦 54 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 440－ 61：52．11� 17．5�
66 オイダシダイコ 牡2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 452± 01：52．2クビ 1．7	
89 コスモディクシー 牡2黒鹿54 五十嵐冬樹 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 456＋ 21：52．41� 49．0

（北海道）

11 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 458＋ 41：52．72 9．7�
22 コスモチャイム 牡2黒鹿54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム 460± 0 〃 クビ 41．6�
44 ゾ ナ パ ラ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 菊川 正達 浦河 丸幸小林牧場 414± 01：52．91� 147．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 15，448，900円 複勝： 29，965，200円 枠連： 4，437，700円
馬連： 21，569，500円 馬単： 19，435，500円 ワイド： 12，092，200円
3連複： 31，889，600円 3連単： 74，849，600円 計： 209，688，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 230円 � 470円 枠 連（5－7） 930円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 470円 �� 640円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 16，890円

票 数

単勝票数 計 154489 的中 � 23406（2番人気）
複勝票数 計 299652 的中 � 41779（2番人気）� 36872（3番人気）� 14376（5番人気）
枠連票数 計 44377 的中 （5－7） 3548（5番人気）
馬連票数 計 215695 的中 �� 14385（5番人気）
馬単票数 計 194355 的中 �� 5248（10番人気）
ワイド票数 計 120922 的中 �� 6666（4番人気）�� 4639（9番人気）�� 3779（10番人気）
3連複票数 計 318896 的中 ��� 6204（11番人気）
3連単票数 計 748496 的中 ��� 3272（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．0―49．8―1：02．4―1：14．5―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サ ン ダ ラ ス �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．7．7 函館5着

2011．3．18生 牡2栗 母 ブルーレインボウ 母母 アクティブリード 2戦1勝 賞金 5，700，000円
※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。

20062 7月21日 曇 良 （25函館2）第6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

33 トウカイビジョン 牡3鹿 56 秋山真一郎内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 B472－121：46．6 2．4�
22 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 470－ 6 〃 クビ 4．0�
11 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 444－ 81：46．81� 3．4�
89 テイエムクロジシ 牡3青 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 464＋ 21：47．22� 14．0�
77 スリーラグタイム 牡3黒鹿56 丸山 元気永井商事� 小野 幸治 浦河 辻 牧場 430－ 21：47．41 16．2�
88 オリオンザミラクル 牡3鹿 56 村田 一誠平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 小島牧場 448＋ 21：47．61� 21．1	
44 カンタベリーリュウ 牡3鹿 56 丹内 祐次峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 B484－101：47．81� 71．1

55 ウォンテッド 牡3黒鹿56 岩田 康誠谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 502＋221：48．54 12．3�
66 イ ク ラ ン 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 448－ 81：48．92� 82．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 15，594，800円 複勝： 24，130，800円 枠連： 5，055，000円
馬連： 23，079，900円 馬単： 19，258，800円 ワイド： 14，101，100円
3連複： 33，455，300円 3連単： 76，585，500円 計： 211，261，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（2－3） 500円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 200円 �� 170円 �� 160円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 1，830円

票 数

単勝票数 計 155948 的中 � 53158（1番人気）
複勝票数 計 241308 的中 � 60302（1番人気）� 49193（3番人気）� 59856（2番人気）
枠連票数 計 50550 的中 （2－3） 7581（2番人気）
馬連票数 計 230799 的中 �� 33949（2番人気）
馬単票数 計 192588 的中 �� 16738（2番人気）
ワイド票数 計 141011 的中 �� 16600（3番人気）�� 20948（2番人気）�� 24644（1番人気）
3連複票数 計 334553 的中 ��� 73445（1番人気）
3連単票数 計 765855 的中 ��� 31024（2番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．9―12．1―12．8―12．4―12．6―13．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．1―42．2―55．0―1：07．4―1：20．0―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．2
1
3
4－3－1－5，6，8（7，9）－2
4，3，1（5，8）9，6（7，2）

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

勝馬の
紹 介

トウカイビジョン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．2．2 京都3着

2010．3．23生 牡3鹿 母 トウカイファイン 母母 トウカイステラ 5戦1勝 賞金 9，200，000円
※カンタベリーリュウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 函館競馬 第６日



20063 7月21日 曇 良 （25函館2）第6日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10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

12 ワイドロスメルタ 牝3栗 54
51 ▲伴 啓太幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 480＋ 81：09．8 9．3�

36 プライマリーカラー 牝3鹿 54
52 △横山 和生前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 428＋ 61：09．9� 5．9�

35 エリモフローラ 牝3黒鹿54 丸山 元気山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 482＋ 21：10．0� 15．7�
24 アイティコスモス 牝3黒鹿54 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 むかわ 貞広 賢治 430＋ 21：10．21 13．6�
815 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 480－ 21：10．62� 6．4�
23 パフォームワンダー 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 424＋101：10．7� 69．8	
47 アルマダクロス 牡3栗 56 大野 拓弥栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 456± 01：10．8� 4．3

510 フットパース 牡3栗 56 津村 明秀石瀬 浩三氏 小野 次郎 日高 鹿戸 武光 474＋ 41：10．9� 262．5�
714 ロココキャンドル 牝3鹿 54 秋山真一郎飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 B442－ 41：11．0クビ 20．9�
11 イフウドウドウ 牡3栗 56 岩田 康誠西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 452－ 8 〃 クビ 20．3
611 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 454－ 2 〃 アタマ 12．2�
816 リュウノヒゲ 牝3芦 54 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 464± 01：11．1クビ 5．5�
48 ミスマープル 牝3黒鹿54 川島 信二加藤 厚子氏 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 21：11．52� 316．9�
59 パッシートジビッボ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二吉田 和美氏 木村 哲也 平取 雅 牧場 440＋ 81：11．71	 15．8�
713 レ ー ス ル 牝3鹿 54 江田 照男髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 410± 01：12．23 169．1�
612 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 430－ 41：12．41	 222．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，321，000円 複勝： 29，280，600円 枠連： 10，303，800円
馬連： 27，648，200円 馬単： 18，868，900円 ワイド： 16，197，100円
3連複： 41，753，000円 3連単： 60，671，700円 計： 220，044，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 280円 � 220円 � 550円 枠 連（1－3） 1，780円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，150円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 15，660円 3 連 単 ��� 76，020円

票 数

単勝票数 計 153210 的中 � 13005（5番人気）
複勝票数 計 292806 的中 � 27760（5番人気）� 41436（2番人気）� 12153（9番人気）
枠連票数 計 103038 的中 （1－3） 4273（8番人気）
馬連票数 計 276482 的中 �� 6764（10番人気）
馬単票数 計 188689 的中 �� 2376（19番人気）
ワイド票数 計 161971 的中 �� 4003（10番人気）�� 1825（34番人気）�� 2434（23番人気）
3連複票数 計 417530 的中 ��� 1968（59番人気）
3連単票数 計 606717 的中 ��� 589（286番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．3―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―44．9―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイドロスメルタ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．8．12 新潟10着

2010．2．26生 牝3栗 母 シャドウリング 母母 アームサンサン 4戦1勝 賞金 4，600，000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 ラピッズトウショウ号

20064 7月21日 晴 良 （25函館2）第6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

78 ニューハウン 牡3鹿 56 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 520－ 81：47．4 6．7�

55 レッドエンブレム 牡3黒鹿56 田中 博康 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 クビ 10．2�
11 メイショウユニオン 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 454－ 21：47．5クビ 1．5�
66 クインポルカ 牝3芦 54

53 ☆菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 448± 01：48．13� 23．5�
44 マイネルゲイナー 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 久井牧場 436± 01：48．2� 12．4�
810 エーティーダンガン 牡3青鹿 56

53 ▲城戸 義政荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 460－ 81：48．3� 60．9	
22 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 460＋ 21：48．4� 21．9

33 テイエムプリンセス 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 松浦牧場 450－121：48．5クビ 9．9�
77 クリノローガン 牡3鹿 56 宮崎 光行栗本 博晴氏 成島 英春 日高 宝寄山 忠則 454＋121：49．88 173．9�

（北海道）

89 インペリウム 牡3鹿 56 岩田 康誠小村アセットM� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B460－ 81：50．01� 30．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 19，211，400円 複勝： 43，946，000円 枠連： 5，005，200円
馬連： 19，555，900円 馬単： 20，317，500円 ワイド： 11，956，500円
3連複： 31，812，200円 3連単： 74，232，600円 計： 226，037，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 180円 � 110円 枠 連（5－7） 3，430円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，810円

ワ イ ド �� 680円 �� 220円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 14，000円

票 数

単勝票数 計 192114 的中 � 22856（2番人気）
複勝票数 計 439460 的中 � 34441（2番人気）� 30350（3番人気）� 274179（1番人気）
枠連票数 計 50052 的中 （5－7） 1078（9番人気）
馬連票数 計 195559 的中 �� 4749（9番人気）
馬単票数 計 203175 的中 �� 2582（16番人気）
ワイド票数 計 119565 的中 �� 3543（9番人気）�� 15422（1番人気）�� 13745（2番人気）
3連複票数 計 318122 的中 ��� 20548（4番人気）
3連単票数 計 742326 的中 ��� 3914（51番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．8―31．5―44．3―57．0―1：09．3―1：21．7―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニューハウン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．4．27 東京7着

2010．1．31生 牡3鹿 母 プリティアンブレラ 母母 ウィッチズハット 3戦1勝 賞金 4，600，000円
※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。



20065 7月21日 晴 良 （25函館2）第6日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走11時50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
なし

1：45．6不良

78 セレッソレアル 牝2栗 54 松田 大作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 462 ―1：50．6 基準タイム 8．9�
77 ニシノマテンロウ 牡2黒鹿54 吉田 隼人西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 508 ―1：51．23� 2．8�
810 エ キ マ エ 牡2鹿 54 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム 502 ― 〃 クビ 10．5�
44 プレストウィック 牡2芦 54 勝浦 正樹有限会社シルク武藤 善則 安平 ノーザンファーム 526 ―1：51．3クビ 3．2�
66 ダッシュスライダー 牡2栗 54

52 △横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 466 ―1：52．36 31．0�
55 アルファディケイ 牡2鹿 54 岩田 康誠池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 水丸牧場 482 ―1：52．4� 7．2�
89 ニシノクラーケン 牝2黒鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 528 ―1：52．82� 23．6	
11 アンバーロード 牡2鹿 54 田中 博康 
スピードファーム菊沢 隆徳 新冠 スピードフアーム 500 ―1：53．22� 16．8�
33 ミヤビアンバー 牡2鹿 54 黛 弘人村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 金石牧場 504 ―1：54．15 9．9�
22 プラウドワンダー 牡2鹿 54 荻野 琢真伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム 468 ―1：56．8大差 78．7
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売 得 金
単勝： 13，944，100円 複勝： 19，345，800円 枠連： 6，484，100円
馬連： 24，356，400円 馬単： 18，730，200円 ワイド： 11，540，300円
3連複： 29，551，400円 3連単： 58，948，500円 計： 182，900，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 230円 � 130円 � 270円 枠 連（7－7） 1，140円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，180円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 24，820円

票 数

単勝票数 計 139441 的中 � 12364（4番人気）
複勝票数 計 193458 的中 � 19178（4番人気）� 52736（1番人気）� 15487（6番人気）
枠連票数 計 64841 的中 （7－7） 4203（7番人気）
馬連票数 計 243564 的中 �� 14402（4番人気）
馬単票数 計 187302 的中 �� 4478（12番人気）
ワイド票数 計 115403 的中 �� 7509（2番人気）�� 2240（18番人気）�� 5532（7番人気）
3連複票数 計 295514 的中 ��� 5705（18番人気）
3連単票数 計 589485 的中 ��� 1753（85番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―19．0―32．0―45．4―58．8―1：12．2―1：25．4―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セレッソレアル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サクラローレル 初出走

2011．4．27生 牝2栗 母 アクトウエル 母母 ワイルドトゥアクト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラウドワンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月21日まで平地

競走に出走できない。

20066 7月21日 晴 良 （25函館2）第6日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走12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
57．7
57．1

重
稍重

68 � ジャガーバローズ 牡3鹿 54 吉田 隼人猪熊 広次氏 牧 光二 米 Dierdre T. Marsh
& David LaCroix 492＋12 58．8 2．3�

55 トミケンスプリング 牝4青鹿55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 B476－ 2 59．01	 10．7�
812� シゲルカリン 牡4栗 57

56 ☆菱田 裕二森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.
Herbener Jr. B486－ 2 〃 クビ 21．3�

79 マ ン リ ー 牡3鹿 54 大野 拓弥古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 520＋16 〃 アタマ 30．9�
710 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 446＋ 6 59．1
 12．9�
67 クレバーデステニー 牡4鹿 57 村田 一誠 �ウエスタンファーム 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド 458＋ 4 〃 アタマ 4．9	
33 アラマサスチール 牝5鹿 55 丹内 祐次
アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 464－ 4 59．31
 127．1�
22 � ショウナンワヒネ 牝4鹿 55 岩田 康誠
湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 472＋ 4 59．4クビ 5．0�
811� ユーディドイット 牡5鹿 57 古川 吉洋藤田 在子氏 土田 稔 米 Yoshio Fujita 468－ 4 59．5
 71．7
44 ローゼズガーランド 牝4鹿 55

53 △横山 和生藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 492＋ 4 59．92
 8．8�
11 � サクラアニバーサリ 牡4鹿 57 黛 弘人�さくらコマース尾形 和幸 新ひだか 西村 和夫 504－ 21：00．53
 97．6�
56 ナイキトリック 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太小野 誠治氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B502－ 41：02．2大差 50．5�
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売 得 金
単勝： 17，031，300円 複勝： 25，563，200円 枠連： 9，472，800円
馬連： 28，139，200円 馬単： 22，327，700円 ワイド： 14，618，600円
3連複： 40，910，900円 3連単： 74，562，900円 計： 232，626，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 240円 � 360円 枠 連（5－6） 900円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 590円 �� 730円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 19，130円

票 数

単勝票数 計 170313 的中 � 59454（1番人気）
複勝票数 計 255632 的中 � 66020（1番人気）� 24821（6番人気）� 14461（7番人気）
枠連票数 計 94728 的中 （5－6） 7772（5番人気）
馬連票数 計 281392 的中 �� 14134（4番人気）
馬単票数 計 223277 的中 �� 7549（7番人気）
ワイド票数 計 146186 的中 �� 6330（6番人気）�� 4983（9番人気）�� 2294（21番人気）
3連複票数 計 409109 的中 ��� 5471（21番人気）
3連単票数 計 745629 的中 ��� 2877（56番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．3―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．6―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャガーバローズ �
�
父 Wildcat Heir �

�
母父 Kris S. デビュー 2012．10．21 京都3着

2010．4．15生 牡3鹿 母 Aleyna’s Love 母母 Untamed Spirit 6戦2勝 賞金 16，800，000円



20067 7月21日 晴 良 （25函館2）第6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

33 サンバビーン 牝3鹿 52 小林 徹弥岡田 隆寛氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 478＋ 41：45．9 36．1�
88 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 466－ 41：46．0� 5．8�
22 ハヤブサペコチャン 牝3栗 52 岩田 康誠武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B454± 0 〃 クビ 1．8�
55 � 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 474－ 41：46．1クビ 15．6�
44 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± 01：46．73� 16．7�
66 ファストソング 牝3栗 52 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 494＋ 81：46．91� 3．5	
11 ヴ ェ リ ー ヌ 牝3鹿 52 丸山 元気小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 462＋121：47．53� 64．7

77 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－ 6 〃 クビ 17．9�
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売 得 金
単勝： 18，692，100円 複勝： 29，861，300円 枠連： 発売なし
馬連： 26，694，100円 馬単： 23，781，100円 ワイド： 12，382，000円
3連複： 30，466，700円 3連単： 95，015，600円 計： 236，892，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，610円 複 勝 � 750円 � 180円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 9，600円 馬 単 �� 22，980円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 1，070円 �� 210円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 61，840円

票 数

単勝票数 計 186921 的中 � 4086（7番人気）
複勝票数 計 298613 的中 � 5197（7番人気）� 32756（3番人気）� 140012（1番人気）
馬連票数 計 266941 的中 �� 2054（20番人気）
馬単票数 計 237811 的中 �� 764（39番人気）
ワイド票数 計 123820 的中 �� 1300（19番人気）�� 2511（14番人気）�� 18635（2番人気）
3連複票数 計 304667 的中 ��� 6502（12番人気）
3連単票数 計 950156 的中 ��� 1134（133番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．4―12．8―12．5―12．1―12．2―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．8―43．6―56．1―1：08．2―1：20．4―1：32．8

コーナー
通過順位

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

2
4
3，5（4，8）2（1，7，6）・（3，2）8（5，6）4，7，1

勝馬の
紹 介

サンバビーン 
�
父 スズカマンボ 

�
母父 ティッカネン デビュー 2012．11．18 京都10着

2010．5．5生 牝3鹿 母 カーリービッド 母母 カーフィリィ 6戦1勝 賞金 7，200，000円
［他本会外：1戦1勝］

20068 7月21日 晴 良 （25函館2）第6日 第8競走 ��
��1，800�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
1：46．0
1：44．1

良
良

33 � キングズクエスト 	4栗 57 丸山 元気岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 440－ 41：48．3 12．8�
11 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 486＋ 41：48．4
 6．1�
712 ディーエスタイド 牡3黒鹿54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 494± 01：48．5
 3．5�
69 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 504－10 〃 アタマ 4．5�
34 クラウディオス 牡3栗 54 岩田 康誠有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 496＋121：48．6
 15．5	
46 ヴァリアシオン 牡4鹿 57 五十嵐冬樹 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 2 〃 ハナ 4．4

（北海道）

814� フ ィ オ リ ア 牡5鹿 57 上村 洋行藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.
Partners B468＋ 21：49．02
 31．5�

45 マイネマキアージュ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 434－ 4 〃 ハナ 44．3�

610� セルリアンディンゴ 牡5黒鹿57 古川 吉洋�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 482－ 2 〃 クビ 122．6
22 � オ オ ミ カ ミ 牡4栃栗57 丸田 恭介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 McKee Sta-

bles Inc. 504± 01：49．21� 45．9�
57 � ライズアゲイン 牡4鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484＋181：50．15 25．6�
58 トウショウバラード 牡4青鹿 57

54 ▲伴 啓太トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474＋161：50．73
 13．8�
711� リバーワンダー 牡6栗 57

55 △横山 和生河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか パラダイス・ファーム B444＋ 81：51．12
 366．0�
813 グッバイタキオン 牝3黒鹿 52

51 ☆菱田 裕二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B462＋ 41：53．5大差 65．2�
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売 得 金
単勝： 17，787，100円 複勝： 31，098，300円 枠連： 8，764，600円
馬連： 31，714，800円 馬単： 22，038，500円 ワイド： 16，828，100円
3連複： 43，638，000円 3連単： 77，875，300円 計： 249，744，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 220円 � 200円 � 140円 枠 連（1－3） 2，030円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 7，040円

ワ イ ド �� 990円 �� 620円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 26，370円

票 数

単勝票数 計 177871 的中 � 10997（5番人気）
複勝票数 計 310983 的中 � 32893（5番人気）� 38209（4番人気）� 74828（1番人気）
枠連票数 計 87646 的中 （1－3） 3196（10番人気）
馬連票数 計 317148 的中 �� 8002（11番人気）
馬単票数 計 220385 的中 �� 2313（24番人気）
ワイド票数 計 168281 的中 �� 3919（10番人気）�� 6557（8番人気）�� 12654（2番人気）
3連複票数 計 436380 的中 ��� 12139（6番人気）
3連単票数 計 778753 的中 ��� 2180（68番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．5―12．1―12．0―12．5―12．6―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．0―34．5―46．6―58．6―1：11．1―1：23．7―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．2
1
3
13，2－9－12（3，14）（4，5）7（1，6）－（10，11）－8
13，2－9，12（3，14）4－（5，7，6）（1，8）－10，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�キングズクエスト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト

2009．3．1生 	4栗 母 エレガントフライ 母母 アンカースティーム 17戦1勝 賞金 16，230，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ヴァリアシオン号の騎手五十嵐冬樹は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッバイタキオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月21日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ステラビアンカ号・ランドフォール号
※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。



20069 7月21日 晴 良 （25函館2）第6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 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿 54
53 ☆菱田 裕二松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 61：45．7 12．4�

68 サウスパシフィック 牡4鹿 57 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 496－ 41：46．12� 5．1�
33 トウケイウイン 牡3黒鹿54 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 新ひだか 中村 和夫 426＋ 21：46．41� 67．1�
711� マヤノカデンツァ 牡4栗 57 五十嵐冬樹田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 470＋ 41：46．61	 15．1�

（北海道）

56 ペガサスヒルズ 牡6栗 57 吉田 隼人吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B470± 01：46．7クビ 21．8�
710 ハードロッカー 
4黒鹿57 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 442－ 61：47．12� 2．4	
813 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 494＋12 〃 クビ 8．8

11 レオネプチューン 牡5鹿 57 村田 一誠�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム B462－ 4 〃 ハナ 138．3�
45 タマモデザイア 牡4鹿 57 丸田 恭介タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 486－ 21：47．84 72．9
57 シルクアポロン 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 522＋ 81：48．12 30．2�
44 アメリカンドリーム 牡3鹿 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 502－101：49．27 5．2�
22 フィールドゴーゴー 牡3鹿 54 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 浦河 谷口牧場 520－ 61：49．3クビ 16．8�
812 ケンタッキーロード 牡5鹿 57 古川 吉洋横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 488－ 61：49．72� 111．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，979，200円 複勝： 41，862，500円 枠連： 11，239，200円
馬連： 54，309，600円 馬単： 33，342，600円 ワイド： 22，415，200円
3連複： 59，943，900円 3連単： 118，779，200円 計： 364，871，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 340円 � 210円 � 1，240円 枠 連（6－6） 3，230円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 7，740円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 6，560円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 43，380円 3 連 単 ��� 224，770円

票 数

単勝票数 計 229792 的中 � 14665（5番人気）
複勝票数 計 418625 的中 � 32797（5番人気）� 65235（2番人気）� 7238（10番人気）
枠連票数 計 112392 的中 （6－6） 2569（14番人気）
馬連票数 計 543096 的中 �� 11110（15番人気）
馬単票数 計 333426 的中 �� 3183（29番人気）
ワイド票数 計 224152 的中 �� 5165（11番人気）�� 824（51番人気）�� 1205（39番人気）
3連複票数 計 599439 的中 ��� 1020（103番人気）
3連単票数 計1187792 的中 ��� 390（519番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―11．9―12．9―12．5―12．0―12．3―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．3―43．2―55．7―1：07．7―1：20．0―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウドゥーマ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 メジロブライト デビュー 2012．12．1 中京10着

2010．1．29生 牡3黒鹿 母 コスモスプラッシュ 母母 スプライトパッサー 11戦2勝 賞金 16，250，000円
※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。

20070 7月21日 晴 良 （25函館2）第6日 第10競走 ��
��2，000�

や く も

八 雲 特 別
発走14時50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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

810 ゼ ロ ス 牡4鹿 57 丸山 元気杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 502－ 22：01．7 1．9�
55 アイスフォーリス 牝4芦 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466－ 62：02．01� 5．3�
66 ニシノテキーラ 牝5鹿 55 丸田 恭介西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 474－ 22：02．21	 8．0�
77 ロードエフォール 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 482－ 62：02．3クビ 13．0�
11 ギムレットアイ 牡8鹿 57 勝浦 正樹小野 博郷氏 土田 稔 門別 浜本牧場 460－102：02．4	 140．0	
22 ショウナンカミング 牡5栗 57 松田 大作国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 B472± 02：02．5� 14．7

33 タニノシュヴァリエ 牡4青 57 菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 488± 02：02．6� 4．5�
89 メジロマリアン 牝7芦 55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 494＋ 2 〃 アタマ 23．0�
78 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± 02：04．3大差 154．2

（9頭）
44 グリーンラヴ 牡3栗 54 秋山真一郎 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，408，700円 複勝： 34，400，900円 枠連： 8，983，000円
馬連： 43，695，600円 馬単： 39，117，600円 ワイド： 20，053，400円
3連複： 53，891，600円 3連単： 137，204，200円 計： 364，755，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 � 170円 枠 連（5－8） 550円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 240円 �� 260円 �� 400円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，530円

票 数

単勝票数 差引計 274087（返還計 3339） 的中 � 114032（1番人気）
複勝票数 差引計 344009（返還計 3204） 的中 � 109221（1番人気）� 45379（3番人気）� 44186（4番人気）
枠連票数 差引計 89830（返還計 2677） 的中 （5－8） 12126（2番人気）
馬連票数 差引計 436956（返還計 16702） 的中 �� 55700（2番人気）
馬単票数 差引計 391176（返還計 13633） 的中 �� 29473（3番人気）
ワイド票数 差引計 200534（返還計 5220） 的中 �� 21993（2番人気）�� 19582（3番人気）�� 11361（5番人気）
3連複票数 差引計 538916（返還計 30592） 的中 ��� 40752（3番人気）
3連単票数 差引計1372042（返還計 70919） 的中 ��� 28730（5番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．5―12．5―12．4―12．2―11．8―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．3―49．8―1：02．2―1：14．4―1：26．2―1：37．9―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼ ロ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．6．19 函館4着

2009．4．13生 牡4鹿 母 サムソンフェアリー 母母 テ ィ ス ワ 22戦4勝 賞金 67，101，000円
〔出走取消〕 グリーンラヴ号は，疾病〔鼻部フレグモーネ〕のため出走取消。



20071 7月21日 晴 良 （25函館2）第6日 第11競走 ��
��1，200�第45回函館2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
2歳；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 567，000円 162，000円 81，000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
1：09．3
1：07．8

良
良

815 ク リ ス マ ス 牝2黒鹿54 丸山 元気森田 謙一氏 斎藤 誠 新冠 アラキフアーム 426＋ 81：09．6 2．1�
11 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 434＋ 21：09．92 40．3�
23 トーセンシルエット 牝2芦 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－121：10．22 37．5�
36 オールパーパス 牡2栗 54 岩田 康誠前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 2 〃 ハナ 3．4�
611� ハッピースプリント 牡2鹿 54 宮崎 光行�辻牧場 田中 淳司 浦河 辻 牧場 508－ 61：10．41� 13．2	

（北海道） （北海道）

12 マイネルディアベル 牡2青鹿54 菱田 裕二 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 448＋ 41：10．72 58．4�

816 ヴァイサーリッター 牡2芦 54 黛 弘人 
グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 458± 01：10．8	 49．0�
510 マイネルフォルス 牡2鹿 54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 21：11．01 55．2
612 テルミドール 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 406＋ 21：11．1	 117．4�
35 ウインイルソーレ 牡2鹿 54 大野 拓弥
ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 482＋ 8 〃 クビ 113．0�
24 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 444＋ 81：11．2	 26．7�
59 ファイトバック 牡2黒鹿54 秋山真一郎宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 454－ 4 〃 ハナ 11．6�
713 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 460＋ 61：11．51
 20．4�
714� ニシケンムート 牝2鹿 54 五十嵐冬樹西森 鶴氏 原 孝明 新ひだか ニシケンフアーム 458± 01：11．6
 156．6�

（北海道） （北海道）

48 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± 01：11．8
 70．8�
47 ビービーブレイン 牡2鹿 54 四位 洋文�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 492－ 21：12．12 9．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 130，698，600円 複勝： 143，386，800円 枠連： 69，574，300円
馬連： 367，632，600円 馬単： 228，071，400円 ワイド： 123，452，900円
3連複： 507，269，200円 3連単： 1，050，015，700円 計： 2，620，101，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 740円 � 820円 枠 連（1－8） 2，200円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，920円 �� 5，850円

3 連 複 ��� 33，120円 3 連 単 ��� 130，150円

票 数

単勝票数 計1306986 的中 � 492933（1番人気）
複勝票数 計1433868 的中 � 410707（1番人気）� 39099（8番人気）� 34827（9番人気）
枠連票数 計 695743 的中 （1－8） 23385（10番人気）
馬連票数 計3676326 的中 �� 68180（13番人気）
馬単票数 計2280714 的中 �� 31900（17番人気）
ワイド票数 計1234529 的中 �� 21185（15番人気）�� 15960（19番人気）�� 5080（52番人気）
3連複票数 計5072692 的中 ��� 11305（90番人気）
3連単票数 計10500157 的中 ��� 5954（335番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．3―11．7―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．7―45．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク リ ス マ ス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2013．6．30 函館1着

2011．3．4生 牝2黒鹿 母 アラマサスナイパー 母母 ターミナルフラワー 2戦2勝 賞金 37，567，000円
〔制裁〕 ハッピースプリント号の騎手宮崎光行は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

ハッピースプリント号の騎手宮崎光行は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番）
※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。

20072 7月21日 晴 良 （25函館2）第6日 第12競走 ��
��1，200�

た ち ま ち み さ き

立 待 岬 特 別
発走16時05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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

67 ジャーエスペランサ 牡4鹿 57 岩田 康誠本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 484＋ 21：09．2 2．9�
66 ワキノブレイブ 牡3青鹿54 四位 洋文脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 474＋12 〃 ハナ 6．7�
55 � 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 422＋ 2 〃 クビ 5．1�
79 メジロツボネ 牝5芦 55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 452＋ 21：09．41 15．5�
33 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 474＋10 〃 クビ 7．1�
22 � ワイルドジョイ 牡6鹿 57 古川 吉洋竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 454－ 41：09．5	 30．5	
811 レッドエレンシア 牝5黒鹿55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 430± 0 〃 ハナ 3．6

78 ロードハリアー 牡5鹿 57 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 486＋161：09．81
 107．8�
11 プロスペラスマム 牝6鹿 55 宮崎 光行本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 522－ 2 〃 クビ 101．5�

（北海道）

810 ヘリオスフィア 牡4黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B472＋ 4 〃 アタマ 34．4
44 ヤマニンパソドブル 牝6青鹿55 横山 和生土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 472－ 61：11．18 188．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，876，100円 複勝： 58，337，200円 枠連： 20，156，900円
馬連： 79，871，100円 馬単： 57，634，400円 ワイド： 35，328，600円
3連複： 98，162，800円 3連単： 244，697，700円 計： 632，064，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 190円 � 160円 枠 連（6－6） 970円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 360円 �� 300円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 6，220円

票 数

単勝票数 計 378761 的中 � 104303（1番人気）
複勝票数 計 583372 的中 � 171112（1番人気）� 63582（5番人気）� 90263（3番人気）
枠連票数 計 201569 的中 （6－6） 15387（5番人気）
馬連票数 計 798711 的中 �� 60325（3番人気）
馬単票数 計 576344 的中 �� 26925（4番人気）
ワイド票数 計 353286 的中 �� 25094（4番人気）�� 31943（2番人気）�� 13359（9番人気）
3連複票数 計 981628 的中 ��� 50230（5番人気）
3連単票数 計2446977 的中 ��� 29038（14番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．5―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャーエスペランサ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Hernando デビュー 2011．9．3 札幌1着

2009．2．17生 牡4鹿 母 ク ノ ッ ソ ス 母母 Candarli 20戦4勝 賞金 63，001，000円
※ワイルドジョイ号は，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。

３レース目



（25函館2）第6日 7月21日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 137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

215，960，000円
2，080，000円
8，080，000円
1，500，000円
19，610，000円
48，335，500円
3，834，000円
1，315，200円

勝馬投票券売得金
351，993，300円
511，178，600円
159，476，600円
748，266，900円
522，924，200円
310，966，000円
1，002，744，600円
2，143，438，500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 5，750，988，700円

総入場人員 6，533名 （有料入場人員 5，544名）



平成25年度 第2回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 844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

1，156，050，000円
6，240，000円
50，170，000円
8，440，000円
101，040，000円
298，347，500円
22，462，000円
8，102，400円

勝馬投票券売得金
1，755，945，100円
3，030，366，900円
876，729，700円
3，738，231，700円
2，615，305，400円
1，673，621，100円
5，228，549，700円
10，858，389，400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 29，777，139，000円

総入場延人員 38，086名 （有料入場延人員 22，375名）
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