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23025 8月3日 晴 良 （25函館3）第3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 アースウィンド 牝2青鹿54 勝浦 正樹林 正道氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋ 41：51．6 9．3�
11 ブ ラ ウ 牡2栗 54 丸山 元気若松 伸治氏 菅原 泰夫 浦河 大道牧場 440－ 41：51．92 11．7�
22 サンアンドムーン 牡2鹿 54 津村 明秀髙橋照比古氏 相沢 郁 新ひだか 広田牧場 406－ 61：52．0クビ 11．1�
66 コスモディクシー 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �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 466＋10 〃 アタマ 31．9�
33 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 462－ 4 〃 クビ 60．2�
77 ノースショアビーチ 牡2鹿 54 村田 一誠	G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム 468＋ 21：52．53 5．4

44 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 460－ 41：52．71� 1．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 14，206，900円 複勝： 26，565，600円 枠連： 発売なし
馬連： 18，773，900円 馬単： 17，328，600円 ワイド： 10，457，600円
3連複： 25，043，500円 3連単： 78，631，900円 計： 191，008，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 760円 � 850円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 780円 �� 580円 �� 840円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 45，730円

票 数

単勝票数 計 142069 的中 � 12133（3番人気）
複勝票数 計 265656 的中 � 13873（4番人気）� 12377（5番人気）
馬連票数 計 187739 的中 �� 4037（12番人気）
馬単票数 計 173286 的中 �� 1468（24番人気）
ワイド票数 計 104576 的中 �� 3300（10番人気）�� 4582（8番人気）�� 3033（11番人気）
3連複票数 計 250435 的中 ��� 3648（16番人気）
3連単票数 計 786319 的中 ��� 1269（99番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．5―12．7―12．6―11．6―12．0―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．6―49．3―1：01．9―1：13．5―1：25．5―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F38．1
1
3
4（1，7）－2，5（3，6）・（4，5）－（1，7，2）－3，6

2
4
4（1，7）－2－5（3，6）・（4，5）1（7，2）3，6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アースウィンド �

父 ディープスカイ �


母父 サクラローレル デビュー 2013．7．20 函館5着

2011．4．11生 牝2青鹿 母 ベストオブチャンス 母母 サガミコトブキ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 コスモディクシー号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

23026 8月3日 晴 良 （25函館3）第3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

33 バ ー ニ ー ズ 牡3栗 56 三浦 皇成村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 488＋12 59．2 6．2�
11 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 432＋ 4 59．52 1．8�
55 メイショウアシタバ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 480＋ 6 59．6クビ 9．2�
22 レーヴイマージン 牝3栗 54 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 聖心台牧場 448－ 2 59．7� 5．2�
79 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－ 41：00．12� 59．6�
68 ゴールドマズル 牡3鹿 56 田中 博康河村 祥史氏 土田 稔 登別 ユートピア牧場 454± 01：00．42 20．5�
812 チ サ ト 牝3栗 54

52 △横山 和生鈴木 照雄氏 中川 公成 日高 合資会社カ
ネツ牧場 450＋ 41：00．5� 32．5	

811 ベルウッドジンプウ 牡3栗 56
53 ▲伴 啓太鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 456＋ 6 〃 ハナ 27．6


67 クリアプロフィット 牡3鹿 56 丸山 元気安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 486－ 2 〃 クビ 309．3�
56 マ リ ン レ イ 牝3黒鹿54 松田 大作山田 裕仁氏 伊藤 大士 浦河 金成吉田牧場 460± 01：01．13� 89．5�
710 キタサンヤマビコ �3鹿 56 小林 徹弥大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ 418－ 21：01．31 14．6�
44 カシノスペル 牡3鹿 56 荻野 琢真柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 514＋341：02．910 481．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，559，700円 複勝： 38，439，600円 枠連： 6，351，900円
馬連： 21，559，100円 馬単： 18，779，200円 ワイド： 12，608，800円
3連複： 31，442，100円 3連単： 67，504，700円 計： 213，245，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 110円 � 180円 枠 連（1－3） 490円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 250円 �� 610円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 6，570円

票 数

単勝票数 計 165597 的中 � 21084（3番人気）
複勝票数 計 384396 的中 � 41067（3番人気）� 194941（1番人気）� 33811（4番人気）
枠連票数 計 63519 的中 （1－3） 9629（2番人気）
馬連票数 計 215591 的中 �� 28674（2番人気）
馬単票数 計 187792 的中 �� 9102（5番人気）
ワイド票数 計 126088 的中 �� 14015（2番人気）�� 4517（8番人気）�� 10457（3番人気）
3連複票数 計 314421 的中 ��� 19724（2番人気）
3連単票数 計 675047 的中 ��� 7590（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．5―35．4―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ー ニ ー ズ �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ビゼンニシキ デビュー 2013．1．12 中山7着

2010．3．8生 牡3栗 母 グランシェール 母母 リコドミンゴ 8戦1勝 賞金 8，350，000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） 1頭 シャッセロール号
（非抽選馬） 3頭 スリーブラック号・ミスマープル号・ユリシーズ号

第３回 函館競馬 第３日



23027 8月3日 晴 良 （25函館3）第3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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

22 ゴールデンファレノ 牝3栗 54 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 424－ 21：47．5 7．4�
11 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 470＋ 41：47．71� 4．0�
813 キセキノチャンス 牝3栗 54 吉田 隼人深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 478＋ 21：48．02 2．4�
45 テイエムオデッセイ 牝3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 448－ 21：48．32 62．1�
57 ラ グ ー ン 牝3栗 54 荻野 琢真桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 452＋ 6 〃 ハナ 20．0�
33 シャトルダンサー 牝3鹿 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 452－ 41：48．4� 11．0�
56 ソフトライム 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B464＋ 21：48．5クビ 31．7	
710 ディアリヴァル 牝3青鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 新ひだか 大典牧場 B456± 0 〃 クビ 106．4

69 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 430－ 41：48．81� 47．5�
812 クラッチブーケ 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 464± 01：49．01� 11．9
68 トゥザルミナス 牝3青鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 本間 忍 安平 追分ファーム 440＋ 41：49．74 140．8�
711 ホールロッタラヴ 牝3黒鹿54 川須 栄彦吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472＋161：49．91� 7．7�
44 アグネスディアナ 牝3芦 54

53 ☆菱田 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 470 ―1：53．3大差 117．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，303，300円 複勝： 27，356，600円 枠連： 7，070，500円
馬連： 22，556，500円 馬単： 17，464，500円 ワイド： 13，454，500円
3連複： 33，344，100円 3連単： 55，899，500円 計： 192，449，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 130円 � 110円 枠 連（1－2） 1，930円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 530円 �� 310円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 10，590円

票 数

単勝票数 計 153033 的中 � 16303（3番人気）
複勝票数 計 273566 的中 � 26582（3番人気）� 56819（2番人気）� 84651（1番人気）
枠連票数 計 70705 的中 （1－2） 2716（9番人気）
馬連票数 計 225565 的中 �� 8966（8番人気）
馬単票数 計 174645 的中 �� 3633（14番人気）
ワイド票数 計 134545 的中 �� 5475（8番人気）�� 10806（2番人気）�� 17109（1番人気）
3連複票数 計 333441 的中 ��� 16481（2番人気）
3連単票数 計 558995 的中 ��� 3896（21番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．4―12．5―13．2―12．8―13．0―13．3―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．5―42．0―55．2―1：08．0―1：21．0―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンファレノ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．10．21 東京4着

2010．3．20生 牝3栗 母 ナイストレビアン 母母 クリスタルガーデン 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスディアナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月3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。
（非抽選馬） 2頭 クラウンアルテミス号・ネクストフラワー号

23028 8月3日 晴 良 （25函館3）第3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

23 ビップイシマツ 牡3青 56 松田 大作鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：10．3 35．1�
11 ショウナンパレット 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 456± 01：10．62 4．2�
611 ア ギ ャ ン ト 牝3鹿 54 竹之下智昭�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 452± 01：10．81� 13．6�
35 ミリオンジス 牝3鹿 54

52 △横山 和生�岡崎牧場 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 446＋ 21：10．9� 178．4�
815 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 480－ 21：11．21� 2．0�
816 エメラルドタワー 牝3黒鹿54 川島 信二田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか へいはた牧場 464－ 2 〃 アタマ 19．9	
24 ショウナンアズーリ �3青鹿56 荻野 琢真国本 哲秀氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 444－ 21：11．3クビ 303．0

48 ス タ ー ボ ウ 牝3鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 高橋 裕 新冠 タニグチ牧場 456± 01：11．4� 15．0�
36 ピンクダイヤモンド 牝3鹿 54 上村 洋行吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 388－ 61：11．5� 285．6�
47 メイショウゴリン 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 466± 0 〃 クビ 22．7
12 タイセイスカイ 牡3鹿 56 秋山真一郎田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 B458－ 61：11．6クビ 37．4�
714 ジューヌフルール 牝3栗 54 吉田 隼人飯田 正剛氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 500－101：11．92 47．2�
612 レーヴドプランス 牡3鹿 56 三浦 皇成岡田 牧雄氏 栗田 博憲 浦河 ガーベラパー

クスタツド 484－ 41：12．11� 6．0�
713 ヴィラデステ 牝3鹿 54 柴山 雄一平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 B478＋181：12．2� 45．8�
510 ガッテンテン 牝3黒鹿54 丹内 祐次芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 444＋101：12．3� 305．2�
59 ジ パ ン グ 牡3栗 56 川須 栄彦畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 508＋ 21：13．68 270．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，800，000円 複勝： 25，648，400円 枠連： 8，381，800円
馬連： 22，337，700円 馬単： 17，912，200円 ワイド： 13，997，000円
3連複： 34，788，700円 3連単： 58，446，500円 計： 197，312，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，510円 複 勝 � 740円 � 160円 � 350円 枠 連（1－2） 6，650円

馬 連 �� 6，710円 馬 単 �� 18，260円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 6，440円 �� 840円

3 連 複 ��� 25，960円 3 連 単 ��� 195，180円

票 数

単勝票数 計 158000 的中 � 3557（8番人気）
複勝票数 計 256484 的中 � 7153（9番人気）� 56917（2番人気）� 17590（4番人気）
枠連票数 計 83818 的中 （1－2） 931（14番人気）
馬連票数 計 223377 的中 �� 2457（21番人気）
馬単票数 計 179122 的中 �� 724（53番人気）
ワイド票数 計 139970 的中 �� 2028（20番人気）�� 515（43番人気）�� 4315（7番人気）
3連複票数 計 347887 的中 ��� 989（62番人気）
3連単票数 計 584465 的中 ��� 221（445番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．8―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―46．1―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．0
3 10（11，12）3（1，15）13，2（4，14）（7，16）（5，6）8－9 4 ・（10，11）（3，12）（1，15）－13，2（14，16）（5，4）（8，7，6）＝9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップイシマツ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．6．16 阪神6着

2010．2．13生 牡3青 母 ルビーレジェンド 母母 ル ビ ア 7戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 ビップイシマツ号の騎手松田大作は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジパング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オンワードハーバー号・ナデシコホマレ号
（非抽選馬） 1頭 クリノアルプス号



23029 8月3日 晴 良 （25函館3）第3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� 基準タイム

中央レコード
1：50．6
1：45．6

良
不良

66 メイショウスミトモ 牡2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476 ―1：49．8レコード 21．7�
67 ハイベストバイオ 牡2黒鹿54 荻野 琢真バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524 ―1：49．9� 13．8�
22 ライトオブホープ 牡2栗 54 柴山 雄一落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 イワミ牧場 496 ―1：50．22 8．4�
79 コスモトレント 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 470 ―1：50．52 39．4�
11 リ オ ヴ ェ ラ 牡2栗 54 三浦 皇成山口功一郎氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 484 ―1：50．82 3．9	
811 セクシーボーイ 牡2鹿 54 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476 ―1：50．9クビ 9．2

810 キングガンホー 牡2鹿 54 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 競優牧場 458 ―1：51．21� 20．7�
33 ウッドフォード 牡2栗 54 秋山真一郎飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：51．3� 2．0�
55 ペイシャンスゼータ 牝2栗 54

52 △横山 和生北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 476 ―1：52．910 44．3
44 ウインヴォイジャー 牡2芦 54 黛 弘人�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 508 ―1：53．64 78．6�
78 ミリオンブライト 牡2鹿 54 勝浦 正樹池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 西川富岡牧場 486 ―1：53．92 29．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，634，800円 複勝： 17，906，500円 枠連： 7，029，300円
馬連： 19，425，300円 馬単： 15，795，900円 ワイド： 10，029，000円
3連複： 25，076，700円 3連単： 47，516，500円 計： 159，414，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 500円 � 330円 � 240円 枠 連（6－6） 9，590円

馬 連 �� 6，990円 馬 単 �� 17，050円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 1，960円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 19，760円 3 連 単 ��� 172，750円

票 数

単勝票数 計 166348 的中 � 6053（7番人気）
複勝票数 計 179065 的中 � 8439（8番人気）� 14342（5番人気）� 22756（3番人気）
枠連票数 計 70293 的中 （6－6） 541（22番人気）
馬連票数 計 194253 的中 �� 2051（26番人気）
馬単票数 計 157959 的中 �� 684（56番人気）
ワイド票数 計 100290 的中 �� 1154（26番人気）�� 1251（25番人気）�� 2184（13番人気）
3連複票数 計 250767 的中 ��� 937（60番人気）
3連単票数 計 475165 的中 ��� 203（450番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．5―13．1―13．3―12．8―13．0―13．3―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．8―43．9―57．2―1：10．0―1：23．0―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．8
1
3
10，11（3，2，8）（1，9）6－7－4，5・（10，11）（3，2，9）（1，8，6）7－5，4

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

勝馬の
紹 介

メイショウスミトモ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

2011．4．22生 牡2鹿 母 ム ゲ ン 母母 サンヨウアロー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ライトオブホープ号は，枠入り不良。発走時刻1分遅延。
〔調教再審査〕 ライトオブホープ号は，発走調教再審査。

23030 8月3日 晴 良 （25函館3）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時40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

44 タカミツスズラン 牝2鹿 54 三浦 皇成高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 442 ―1：11．1 2．1�
813 シシャモオージ 牡2黒鹿54 松田 大作大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 462 ―1：11．41� 9．6�
11 カ ゼ ノ コ 牡2鹿 54

53 ☆菱田 裕二�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 448 ―1：11．5	 10．5�
33 ディアメドゥーサ 牝2栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 442 ―1：11．82 3．6�
45 サンフォンタナ 牝2青鹿 54

52 △横山 和生加藤 信之氏 大竹 正博 日高 中川 欽一 406 ―1：12．11� 69．9�
710 ルレーヴドパピヨン 牝2黒鹿54 丸田 恭介スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 412 ―1：12．52	 25．0�
56 イナカノホシ 牝2栗 54 菅原 隆一北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 北海道静内農業高等学校 414 ―1：12．6クビ 65．2	
812 バトルクール 牡2栗 54 吉田 隼人宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 450 ―1：12．92 35．5

68 スマートエクリプス 牡2栗 54 藤田 伸二大川 徹氏 佐山 優 浦河 山口 義彦 472 ―1：13．11	 12．0�
57 レプロンドール 牝2青鹿54 古川 吉洋桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 堤 牧場 446 ―1：13．73	 67．4�
22 アスターブラン 牡2芦 54 秋山真一郎加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 482 ―1：14．33	 52．0
69 イタリアンフェッテ 牝2鹿 54 丸山 元気友水 達也氏 石毛 善彦 平取 高橋 啓 424 ―1：14．83 13．1�
711 プリティワールド 牝2鹿 54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 466 ― （競走中止） 321．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，152，900円 複勝： 18，153，800円 枠連： 7，305，900円
馬連： 20，817，400円 馬単： 15，771，100円 ワイド： 10，777，700円
3連複： 25，303，900円 3連単： 46，889，300円 計： 159，172，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 270円 � 280円 枠 連（4－8） 880円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 490円 �� 560円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 11，750円

票 数

単勝票数 計 141529 的中 � 54405（1番人気）
複勝票数 計 181538 的中 � 56451（1番人気）� 14296（4番人気）� 13220（6番人気）
枠連票数 計 73059 的中 （4－8） 6171（4番人気）
馬連票数 計 208174 的中 �� 14609（2番人気）
馬単票数 計 157711 的中 �� 6676（3番人気）
ワイド票数 計 107777 的中 �� 5628（3番人気）�� 4804（5番人気）�� 2463（12番人気）
3連複票数 計 253039 的中 ��� 6023（7番人気）
3連単票数 計 468893 的中 ��� 2947（25番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．0―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．0―47．0―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タカミツスズラン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マイネルラヴ 初出走

2011．6．29生 牝2鹿 母 イーサンラヴ 母母 アイティーシャイン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 プリティワールド号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 シシャモオージ号の騎手松田大作は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：1番）



23031 8月3日 晴 良 （25函館3）第3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

810 ス カ ー レ ル 牝4栗 55 柴山 雄一吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 468－ 21：45．5 12．5�
11 ハヤブサペコチャン 牝3栗 52 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B454± 01：46．03 3．5�
33 トゥザレジェンド 牝3栗 52 川須 栄彦 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：46．1� 5．8�
22 � シンワウォッカ 牝4鹿 55 四位 洋文若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 482＋ 81：46．31 13．2�
89 フィールザロマンス 牝3黒鹿52 藤田 伸二加藤 信之氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 B452－ 21：47．04 10．2�
55 トゥルヴァーユ 牝3芦 52 三浦 皇成 	グリーンファーム矢野 英一 日高 天羽 禮治 522－ 41：47．32 5．0

44 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± 01：47．51� 34．6�

77 ジャズダンサー 牝3栃栗52 丸田 恭介�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440－ 81：48．56 3．3�
78 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 452－ 21：48．6クビ 225．3
66 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 430＋ 81：48．92 236．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，979，900円 複勝： 28，954，800円 枠連： 8，306，800円
馬連： 24，839，500円 馬単： 19，435，700円 ワイド： 13，982，500円
3連複： 34，555，400円 3連単： 70，964，100円 計： 219，018，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 270円 � 160円 � 180円 枠 連（1－8） 1，180円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，200円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 28，550円

票 数

単勝票数 計 179799 的中 � 11389（6番人気）
複勝票数 計 289548 的中 � 23300（6番人気）� 56326（1番人気）� 46248（4番人気）
枠連票数 計 83068 的中 （1－8） 5224（6番人気）
馬連票数 計 248395 的中 �� 10950（7番人気）
馬単票数 計 194357 的中 �� 3317（21番人気）
ワイド票数 計 139825 的中 �� 6049（7番人気）�� 2661（20番人気）�� 9910（3番人気）
3連複票数 計 345554 的中 ��� 6767（19番人気）
3連単票数 計 709641 的中 ��� 1835（135番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―31．0―43．6―56．5―1：08．7―1：20．8―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス カ ー レ ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．12．25 中山2着

2009．3．9生 牝4栗 母 ドライアッド 母母 オークツリー 11戦3勝 賞金 28，554，000円

23032 8月3日 晴 良 （25函館3）第3日 第8競走 ��1，000�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
57．7
57．1

重
稍重

11 エリモフェザー 牝3栗 52 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 424＋16 58．8 4．0�
33 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－ 6 59．43� 12．5�
89 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 468－ 4 59．61 17．3�
55 レゼトワール 牝3鹿 52 藤田 伸二髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 482－ 2 59．7� 4．6�
78 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 460＋ 2 〃 クビ 2．7	
77 セイントデジタル 牝3栗 52 川島 信二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 470＋ 8 59．91� 32．3

810 コ ロ カ ム イ �5栗 57 小林 徹弥蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 466＋ 6 〃 クビ 17．3�
44 フォースフル 牡4黒鹿57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 496± 01：00．0クビ 5．6�
66 プリサイストップ 牡6鹿 57 松田 大作冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム 502＋101：00．53 137．6
22 イ ク ラ ン 牡3栗 54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 458＋ 21：01．24 300．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，087，200円 複勝： 27，593，700円 枠連： 6，710，600円
馬連： 26，902，000円 馬単： 19，700，800円 ワイド： 13，518，500円
3連複： 33，816，700円 3連単： 77，806，700円 計： 224，136，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 230円 � 280円 � 280円 枠 連（1－3） 3，750円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 860円 �� 910円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，320円 3 連 単 ��� 28，130円

票 数

単勝票数 計 180872 的中 � 35785（2番人気）
複勝票数 計 275937 的中 � 34610（4番人気）� 25639（5番人気）� 25272（6番人気）
枠連票数 計 67106 的中 （1－3） 1324（15番人気）
馬連票数 計 269020 的中 �� 7383（10番人気）
馬単票数 計 197008 的中 �� 3088（21番人気）
ワイド票数 計 135185 的中 �� 3858（13番人気）�� 3657（14番人気）�� 4424（11番人気）
3連複票数 計 338167 的中 ��� 4692（25番人気）
3連単票数 計 778067 的中 ��� 2042（122番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．3―34．9―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモフェザー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 トワイニング デビュー 2012．7．29 札幌9着

2010．3．13生 牝3栗 母 リトルマーメード 母母 エリモドリーム 10戦2勝 賞金 18，100，000円



23033 8月3日 晴 良 （25函館3）第3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

67 バイオレットアロー 牡3鹿 54 秋山真一郎池田 實氏 藤岡 範士 新ひだか 山口 忠彦 454－ 41：45．9 9．8�
66 ミッキースマホ 牡3栗 54 川須 栄彦野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 474＋ 61：46．0� 1．8�
810 シルバーレイショウ 牡4芦 57

55 △横山 和生池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 524＋ 8 〃 クビ 5．5�

33 � コスモゴールデン 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 520＋121：46．31� 47．0�
22 スノーモンキー 牡3鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448＋ 41：46．61� 17．0�
11 ノーティカルスター 牡5栗 57 松田 大作 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 追分ファーム 492－ 8 〃 クビ 27．4	
44 サウンドレーサー 牡4黒鹿 57

54 ▲城戸 義政増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 富田牧場 466－ 61：46．7� 9．5

55 ジョーラプター 牡4鹿 57 吉田 隼人上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 474± 01：46．9� 8．2�
78 ナスノニシキ 牡3栗 54 黛 弘人�須野牧場 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 476－ 2 〃 クビ 20．3
811� テンエイエンドレス 牡4黒鹿57 荻野 琢真熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 518± 01：47．96 38．7�
79 � メイショウオトコギ 	4栗 57

56 ☆菱田 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 448＋ 21：48．11� 125．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 17，832，100円 複勝： 33，883，300円 枠連： 9，044，000円
馬連： 33，122，900円 馬単： 25，203，200円 ワイド： 17，104，700円
3連複： 47，554，200円 3連単： 101，145，200円 計： 284，889，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 230円 � 110円 � 170円 枠 連（6－6） 660円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 260円 �� 610円 �� 240円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 8，220円

票 数

単勝票数 計 178321 的中 � 14406（5番人気）
複勝票数 計 338833 的中 � 25722（4番人気）� 138822（1番人気）� 42982（3番人気）
枠連票数 計 90440 的中 （6－6） 10266（3番人気）
馬連票数 計 331229 的中 �� 44338（3番人気）
馬単票数 計 252032 的中 �� 9198（7番人気）
ワイド票数 計 171047 的中 �� 17227（3番人気）�� 5959（8番人気）�� 19776（1番人気）
3連複票数 計 475542 的中 ��� 36307（2番人気）
3連単票数 計1011452 的中 ��� 9090（19番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．7―12．6―12．8―12．9―12．6―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．4―42．0―54．8―1：07．7―1：20．3―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

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 4戦2勝 賞金 12，760，000円

23034 8月3日 晴 良 （25函館3）第3日 第10競走 ��
��2，000�

む つ わ ん

陸 奥 湾 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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 � アルティスト 牡6鹿 57 藤田 伸二塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 488＋ 22：01．8 3．2�
810 ネコタイショウ 牡3鹿 54 勝浦 正樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 440＋ 42：01．9	 9．0�
89 ダノンフェニックス 牡5黒鹿57 松田 大作�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 462＋16 〃 アタマ 14．2�
33 ブラインドサイド 牡4鹿 57 四位 洋文諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494± 02：02．0	 2．5�
55 メジロミドウ 牝5黒鹿55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 450－ 62：02．1
 76．5�
44 ゼログラヴィティー 牡4黒鹿57 川須 栄彦吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 476＋10 〃 ハナ 19．2	
78 � メイショウリョウマ 牡5黒鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－10 〃 ハナ 17．5

11 マ デ イ ラ 牡4栗 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 482－ 42：02．2
 5．1�
22 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 488－ 62：02．41� 47．7
77 トウショウバラード 牡4青鹿57 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 476＋ 22：03．14 55．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，314，600円 複勝： 35，744，900円 枠連： 11，327，300円
馬連： 47，806，700円 馬単： 33，458，000円 ワイド： 21，015，100円
3連複： 58，272，000円 3連単： 133，525，500円 計： 363，464，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 270円 � 320円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 800円 �� 720円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 26，930円

票 数

単勝票数 計 223146 的中 � 56385（2番人気）
複勝票数 計 357449 的中 � 92502（1番人気）� 30815（4番人気）� 24165（5番人気）
枠連票数 計 113273 的中 （6－8） 10749（4番人気）
馬連票数 計 478067 的中 �� 13970（9番人気）
馬単票数 計 334580 的中 �� 5887（14番人気）
ワイド票数 計 210151 的中 �� 6519（9番人気）�� 7334（8番人気）�� 4348（15番人気）
3連複票数 計 582720 的中 ��� 7655（21番人気）
3連単票数 計1335255 的中 ��� 3660（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．6―36．8―48．8―1：01．0―1：13．7―1：25．9―1：37．6―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3
10，9，5，3（4，1，8）2，6－7
10（9，3）（5，1，8）（4，6）（2，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�アルティスト �
�
父 シックスセンス �

�
母父 メジロライアン

2007．5．5生 牡6鹿 母 メイショウチャチャ 母母 エンピリカル 31戦1勝 賞金 49，139，000円
地方デビュー 2009．8．27 門別

〔制裁〕 ブラインドサイド号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番）



23035 8月3日 晴 良 （25函館3）第3日 第11競走 ��
��1，200�S T V 杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．8．4以降25．7．28まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

札幌テレビ放送賞（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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

36 メジロツボネ 牝5芦 53 黛 弘人岩﨑 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 454＋ 21：09．7 8．7�
611 ヤマニンプチガトー 牝4栗 53 藤田 伸二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 476－ 2 〃 クビ 6．3�
12 � レッドガルシア 牡4栗 55 松田 大作 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B506－ 2 〃 ハナ 12．1�
713 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± 01：09．8クビ 3．4�
48 ゴールデンムーン 牝4栗 53 三浦 皇成�G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 468－ 21：09．9� 4．4�
24 ニシノカチヅクシ 牡4黒鹿55 柴山 雄一西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 490－ 2 〃 クビ 15．0	
23 � トレノソルーテ 	7鹿 53 川須 栄彦戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 B526＋ 41：10．0クビ 138．7

816 シゲルシゲザネ 牡6鹿 55 川島 信二森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 484－ 4 〃 ハナ 24．2�
11 メイショウヒデタダ 牡4黒鹿56 吉田 隼人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 478＋ 41：10．1クビ 8．2�
510 セイウンチカラ 牡3鹿 53 秋山真一郎西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 494－ 81：10．31
 17．9
47 ツクバリンカーン 牡3芦 53 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 530＋ 4 〃 ハナ 33．8�
815 ジョージジョージ 牡3栗 52 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 444± 0 〃 クビ 78．1�
59 ラベンダーカラー 牝5黒鹿52 菱田 裕二青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：10．4クビ 95．6�
714 リベルタドーレス 牡3栗 52 丸山 元気西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 488－101：10．72 38．8�
35 サクラシリアス 牡6鹿 53 津村 明秀�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 490＋ 4 〃 アタマ 246．4�
612 ベストブルーム 牡6鹿 55 勝浦 正樹横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム B468＋ 41：10．8� 138．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，610，900円 複勝： 63，955，200円 枠連： 30，996，300円
馬連： 137，008，500円 馬単： 73，044，900円 ワイド： 49，648，800円
3連複： 186，557，200円 3連単： 330，565，600円 計： 908，387，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 270円 � 220円 � 370円 枠 連（3－6） 2，550円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，590円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 11，370円 3 連 単 ��� 68，110円

票 数

単勝票数 計 366109 的中 � 33430（5番人気）
複勝票数 計 639552 的中 � 62512（5番人気）� 87451（3番人気）� 41912（6番人気）
枠連票数 計 309963 的中 （3－6） 8999（11番人気）
馬連票数 計1370085 的中 �� 38125（10番人気）
馬単票数 計 730449 的中 �� 8727（24番人気）
ワイド票数 計 496488 的中 �� 12936（10番人気）�� 7618（20番人気）�� 8212（18番人気）
3連複票数 計1865572 的中 ��� 12109（38番人気）
3連単票数 計3305656 的中 ��� 3582（218番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．7―46．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロツボネ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 メジロライアン デビュー 2010．8．15 新潟7着

2008．2．11生 牝5芦 母 メジロルバート 母母 メジロラモーヌ 20戦4勝 賞金 55，278，000円

23036 8月3日 晴 良 （25函館3）第3日 第12競走 ��
��2，600�

ま つ ま え

松 前 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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：39．4
2：37．3

良
良

33 ヒルノドンカルロ 牡3青鹿54 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B514± 02：41．5 1．7�
66 � ダブルオーセブン 牡5黒鹿57 勝浦 正樹久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 488＋ 22：41．82 9．9�
77 ラヴィンライフ 牡7鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 0 〃 アタマ 11．0�
55 アドマイヤネアルコ 牡5芦 57 秋山真一郎近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 488＋ 82：41．9クビ 8．6�
22 エアポートメサ 牡5栗 57 川島 信二新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 458－ 2 〃 クビ 7．4	
44 ヤマイチパートナー 牡3栗 54 小林 徹弥坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 496＋ 22：42．21	 5．8

11 カリスマミッキー 牡5栗 57 川須 栄彦三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 486＋ 42：43．05 68．4�
88 フィルハーマジック 牝5鹿 55 柴山 雄一�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 470－10 〃 アタマ 78．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 29，384，600円 複勝： 57，977，100円 枠連： 発売なし
馬連： 76，769，600円 馬単： 41，484，400円 ワイド： 25，089，200円
3連複： 62，955，800円 3連単： 209，860，700円 計： 503，521，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 280円 �� 330円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 4，260円

票 数

単勝票数 計 293846 的中 � 143903（1番人気）
複勝票数 計 579771 的中 � 308054（1番人気）� 50409（4番人気）� 45144（6番人気）
馬連票数 計 767696 的中 �� 94721（3番人気）
馬単票数 計 414844 的中 �� 40151（2番人気）
ワイド票数 計 250892 的中 �� 24594（4番人気）�� 19916（5番人気）�� 6435（15番人気）
3連複票数 計 629558 的中 ��� 31649（8番人気）
3連単票数 計2098607 的中 ��� 36425（14番人気）

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

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�
12．9―25．0―37．5―49．6―1：02．1―1：14．9―1：27．7―1：40．5―1：53．0―2：05．2―2：17．2―2：29．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒルノドンカルロ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．10．27 京都3着

2010．3．2生 牡3青鹿 母 ウェルカムフラワー 母母 ブラッシュウィズテキーラ 9戦3勝 賞金 37，714，000円



（25函館3）第3日 8月3日（土曜日） 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

177，530，000円
2，080，000円
11，060，000円
1，160，000円
15，550，000円
47，871，500円
3，562，000円
1，315，200円

勝馬投票券売得金
234，866，900円
402，179，500円
102，524，400円
471，919，100円
315，378，500円
211，683，400円
598，710，300円
1，278，756，200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 3，616，018，300円

総入場人員 3，791名 （有料入場人員 3，341名）
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