
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

24025 8月24日 晴 重 （25函館4）第3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

66 エクスペリエンス 牝2栗 54 三浦 皇成市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 384－ 21：14．0 9．1�

44 ア ヴ ァ ー ル 牝2栗 54 岩田 康誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 446＋ 41：14．63� 2．6�

22 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 410－ 4 〃 クビ 1．6�
33 ガッツオブライブ 牝2青鹿54 津村 明秀谷岡 正次氏 武市 康男 浦河 近藤牧場 400± 01：16．6大差 60．5�
55 ペイシャンスゼータ 牝2栗 54 古川 吉洋北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 464－ 61：16．91� 28．2�
11 ナイトアンドデイ 牝2鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 萩澤 俊雄 444＋ 61：17．0� 16．0	
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売 得 金
単勝： 14，238，500円 複勝： 23，592，900円 枠連： 発売なし
馬連： 17，313，300円 馬単： 16，706，000円 ワイド： 9，005，400円
3連複： 23，146，300円 3連単： 84，245，300円 計： 188，247，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 350円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 170円 �� 130円 �� 110円

3 連 複 ��� 170円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 142385 的中 � 12386（3番人気）
複勝票数 計 235929 的中 � 23448（3番人気）� 58610（2番人気）
馬連票数 計 173133 的中 �� 14203（3番人気）
馬単票数 計 167060 的中 �� 5602（8番人気）
ワイド票数 計 90054 的中 �� 8693（3番人気）�� 16105（2番人気）�� 34414（1番人気）
3連複票数 計 231463 的中 ��� 101354（1番人気）
3連単票数 計 842453 的中 ��� 18884（13番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．6―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．9―47．5―1：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F39．1
3 2，4－（3，6）－5，1 4 2，4，6－3－1，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エクスペリエンス 

�
父 ステイゴールド 


�
母父 Montjeu デビュー 2013．7．13 福島4着

2011．4．27生 牝2栗 母 ラ ー ナ ッ ク 母母 Gardd 2戦1勝 賞金 6，100，000円

24026 8月24日 晴 重 （25函館4）第3日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時20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

11 ツクバアズマオー 牡2鹿 54 丸山 元気荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 460－ 41：56．0 1．5�
77 ロ ー ハ イ ド 牡2鹿 54 福永 祐一石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－101：56．1� 4．8�
55 ゴールドシェンロン 牡2栗 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 442＋ 21：56．2� 10．1�
66 トミケンパシエンテ 牡2栗 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 西浦 勝一 日高 千葉飯田牧場 460－ 41：57．26 7．4�
33 パ イ エ ッ ト 牝2芦 54 吉田 隼人西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 488＋ 61：57．51� 9．7�
22 ノックアバウト 牡2鹿 54

53 ☆菱田 裕二吉田 和美氏 木村 哲也 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－121：57．71� 40．0�

44 コスモメロス 牡2栗 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 山岡ファーム 444－ 41：59．7大差 69．0
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売 得 金
単勝： 14，955，900円 複勝： 24，009，300円 枠連： 発売なし
馬連： 17，661，400円 馬単： 17，563，700円 ワイド： 8，684，600円
3連複： 20，112，700円 3連単： 77，459，300円 計： 180，446，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 150円 �� 300円 �� 460円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 1，790円

票 数

単勝票数 計 149559 的中 � 80163（1番人気）
複勝票数 計 240093 的中 � 140535（1番人気）� 35576（2番人気）
馬連票数 計 176614 的中 �� 48627（1番人気）
馬単票数 計 175637 的中 �� 32203（1番人気）
ワイド票数 計 86846 的中 �� 20139（1番人気）�� 6403（5番人気）�� 3693（8番人気）
3連複票数 計 201127 的中 ��� 21942（3番人気）
3連単票数 計 774593 的中 ��� 31949（4番人気）

ハロンタイム 13．3―12．5―13．2―14．0―13．0―13．2―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．8―39．0―53．0―1：06．0―1：19．2―1：31．4―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F36．8
1
3
5，7（1，4）3－2，6
5，7（4，6）（1，3）－2

2
4
5，7（1，4）3－2，6
5，7，6，1－3（4，2）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツクバアズマオー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．7．28 函館2着

2011．1．30生 牡2鹿 母 ニューグランジ 母母 シアトルデライター 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 コスモメロス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ツクバアズマオー号の騎手丸山元気は，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8月31日から平成25年

9月1日まで騎乗停止。（被害馬：6番）
〔調教再審査〕 コスモメロス号は，発走調教再審査。

第４回 函館競馬 第３日

追 加 記 事（第 4回函館競馬第 2日第 1競走）
〔その他〕　　パンテラネグラ号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕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。



24027 8月24日 晴 不良 （25函館4）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

44 トーワフォーエバー 牝3芦 54 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 462－ 61：45．6 2．8�
11 フリティラリア 牝3芦 54

52 △横山 和生有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438± 01：45．81� 6．8�

56 タカヒロガートップ 牝3栗 54 柴山 雄一髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 432－ 41：45．9� 5．0�
57 サマーキララ 牝3栗 54 川須 栄彦セゾンレースホース� 中村 均 日高 日高大洋牧場 420＋ 21：46．21� 54．8�
33 アキノハート 牝3栗 54 荻野 琢真穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 佐竹 学 472＋ 2 〃 アタマ 98．1�
711 ペプチドアメジスト 牝3栗 54 岩田 康誠沼川 一彦氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 466－ 21：46．62� 7．7	
812 フライングマオ 牝3黒鹿54 丸山 元気森口
一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 440± 01：47．13 24．0�
69 エルクイーン 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 474－ 41：47．52� 29．6�
45 メイショウヒビキ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好
氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 392＋ 6 〃 クビ 177．0
68 アンバードリーム 牝3黒鹿54 三浦 皇成髙橋 大氏 小島 茂之 安平 追分ファーム 476－ 4 〃 ハナ 6．1�
710 プ ー カ 牝3黒鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－ 61：49．110 8．0�
22 ガッテンハピネス 牝3芦 54

51 ▲伴 啓太大島 芳子氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 460± 01：50．16 75．6�
813 ビコーズオブラヴ 牝3青鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 442－ 2 （競走中止） 80．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 13，357，300円 複勝： 22，152，400円 枠連： 6，292，500円
馬連： 21，470，600円 馬単： 16，342，600円 ワイド： 11，549，300円
3連複： 30，086，500円 3連単： 53，814，300円 計： 175，065，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 170円 � 140円 枠 連（1－4） 810円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 280円 �� 270円 �� 430円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 3，960円

票 数

単勝票数 計 133573 的中 � 37905（1番人気）
複勝票数 計 221524 的中 � 43344（2番人気）� 29977（3番人気）� 47345（1番人気）
枠連票数 計 62925 的中 （1－4） 5751（3番人気）
馬連票数 計 214706 的中 �� 22121（2番人気）
馬単票数 計 163426 的中 �� 8377（2番人気）
ワイド票数 計 115493 的中 �� 10493（2番人気）�� 11458（1番人気）�� 6199（5番人気）
3連複票数 計 300865 的中 ��� 23629（1番人気）
3連単票数 計 538143 的中 ��� 10054（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．3―41．9―54．7―1：07．5―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4F50．9―3F38．1
1
3
・（9，11）－10，6，12（3，7）（2，5，13）1（4，8）・（9，11）（6，10，7）（3，12，8）（1，4）2，5－13

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

勝馬の
紹 介

トーワフォーエバー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．11．25 京都3着

2010．4．23生 牝3芦 母 トーワクリスタル 母母 トーワルビー 10戦1勝 賞金 12，050，000円
〔競走中止〕 ビコーズオブラヴ号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ビコーズオブラヴ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 ナデシコノハナ号・ファリーム号

24028 8月24日 晴 不良 （25函館4）第3日 第4競走 ��2，400�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
2：32．8
2：28．6

稍重
不良

56 リライブナカヤマ 牡3鹿 56 福永 祐一�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 B448－ 62：34．4 5．6�
11 アルテミスハート 牝3青鹿54 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500－ 22：35．03� 3．5�
22 ニホンピロホウオー 牡3黒鹿56 村田 一誠小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 B452＋ 6 〃 クビ 16．5�
811 ジュールドトネール 牡3青鹿56 丸山 元気吉田 和美氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 490－ 62：35．21 2．5�
710 ギンザマーシャル 牡3芦 56 三浦 皇成有馬 博文氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 516－ 22：35．51� 9．9�
33 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 456＋ 22：35．82 49．4	
67 シャイニーデイズ 牡3鹿 56 荻野 琢真小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 B472－ 62：35．9� 23．0

79 ア ル テ ル フ 牡3鹿 56 津村 明秀平口 信行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 478＋122：36．0� 72．2�
812 ルルドノヒトミ 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞爺湖 メジロ牧場 504＋ 62：36．1クビ 13．2�
68 ジェットソング 牡3黒鹿56 吉田 隼人橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 追分ファーム 450－ 4 〃 ハナ 15．3
44 カシノオパール 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 前川 隆則 432＋ 62：36．73� 89．6�
55 ミストラルシャワー 牝3鹿 54 松田 大作佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム 478± 02：37．12� 160．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，676，400円 複勝： 28，112，500円 枠連： 6，703，800円
馬連： 25，778，900円 馬単： 18，938，300円 ワイド： 14，029，000円
3連複： 36，062，500円 3連単： 68，086，300円 計： 216，387，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 200円 � 370円 枠 連（1－5） 1，000円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，020円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 21，690円

票 数

単勝票数 計 186764 的中 � 26415（3番人気）
複勝票数 計 281125 的中 � 35571（4番人気）� 42819（2番人気）� 17535（6番人気）
枠連票数 計 67038 的中 （1－5） 4990（4番人気）
馬連票数 計 257789 的中 �� 16131（4番人気）
馬単票数 計 189383 的中 �� 5349（8番人気）
ワイド票数 計 140290 的中 �� 9129（3番人気）�� 3267（12番人気）�� 2769（16番人気）
3連複票数 計 360625 的中 ��� 5041（19番人気）
3連単票数 計 680863 的中 ��� 2317（62番人気）

ハロンタイム 13．6―12．4―13．6―13．2―11．7―12．1―13．2―13．6―12．9―12．8―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．6―26．0―39．6―52．8―1：04．5―1：16．6―1：29．8―1：43．4―1：56．3―2：09．1―2：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．0―3F38．1
1
�
・（2，5）－6－（1，8）（4，10）9－（3，12）－11＝7
2，6（1，5，8）（9，10）12，3，11，4－7

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

勝馬の
紹 介

リライブナカヤマ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．6．2 東京12着

2010．4．12生 牡3鹿 母 タイムクーナカヤマ 母母 カズノマーベラス 5戦1勝 賞金 7，690，000円
※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） 3頭 イニシャルダブル号・ジンジャーミスト号・レアパルファム号



24029 8月24日 晴 不良 （25函館4）第3日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11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

68 ソフトライム 牝3黒鹿 54
52 △横山 和生吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B464± 01：45．5 90．1�

812� シェーンメーア 牡3青鹿56 四位 洋文窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm 542＋241：45．71� 21．5�
22 レッドエンブレム 牡3黒鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488－ 21：45．91� 2．3�
45 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＋ 2 〃 クビ 46．4�
57 マテリアライズ 牝3鹿 54 内田 博幸飯田 正剛氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B460－ 41：46．0クビ 14．6�
33 � ブ ラ ゾ ン 牡3芦 56 三浦 皇成前田 幸治氏 尾関 知人 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 454± 01：46．1	 3．2	

56 ローレルグラーネ 牡3芦 56 竹之下智昭 �ローレルレーシング 木原 一良 新冠 森永 聡 460＋ 4 〃 アタマ 61．1

710� マイネグロリアーナ 牝3青鹿54 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana
Farms LLC 476＋ 41：46．63 4．9�

11 ネオジェネラル 牡3鹿 56 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 宮内牧場 464± 01：46．8
 547．2�
44 � コスモヘプタッド 牡3鹿 54 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 上原 博之 豪 Pomerol

Pty Ltd 448＋ 21：46．9	 57．0�
69 ヤマチョウボス 牡3鹿 56 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム B496＋ 81：47．0	 9．0�
711 ド ミ ン ゴ 牡3鹿 56 村田 一誠千田 幸信氏 田中 剛 新冠 アラキフアーム 486＋ 21：47．21� 140．5�
813 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 400＋121：47．62	 316．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，788，800円 複勝： 27，753，200円 枠連： 5，926，300円
馬連： 25，258，400円 馬単： 21，838，900円 ワイド： 14，160，300円
3連複： 36，374，400円 3連単： 72，339，900円 計： 223，440，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，010円 複 勝 � 1，510円 � 750円 � 160円 枠 連（6－8） 5，890円

馬 連 �� 52，660円 馬 単 �� 196，560円

ワ イ ド �� 12，040円 �� 1，740円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 36，530円 3 連 単 ��� 498，950円

票 数

単勝票数 計 197888 的中 � 1732（10番人気）
複勝票数 計 277532 的中 � 3719（10番人気）� 7952（7番人気）� 67594（2番人気）
枠連票数 計 59263 的中 （6－8） 743（17番人気）
馬連票数 計 252584 的中 �� 354（49番人気）
馬単票数 計 218389 的中 �� 82（120番人気）
ワイド票数 計 141603 的中 �� 280（51番人気）�� 2016（17番人気）�� 3157（11番人気）
3連複票数 計 363744 的中 ��� 735（72番人気）
3連単票数 計 723399 的中 ��� 107（593番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．4―43．4―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4F49．4―3F37．3
1
3
7－（8，13）5（4，10）2（3，9）1（6，11）12
7，8－（5，12）9（2，4，13，10）（3，6）（1，11）

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

勝馬の
紹 介

ソフトライム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．12．8 中山6着

2010．2．25生 牝3黒鹿 母 アスピリンスノー 母母 スキーパラダイス 12戦1勝 賞金 6，500，000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。
（非抽選馬） 4頭 エアセノーテ号・セプテンバーローズ号・ユリシーズ号・リネンスカイ号

24030 8月24日 晴 重 （25函館4）第3日 第6競走 ��
��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

24 メイショウグレア 牝3鹿 54
51 ▲伴 啓太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 428－ 22：06．9 8．9�

12 スカーレットポピー 牝3栗 54 勝浦 正樹吉田 千津氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 462± 02：07．0� 13．8�
11 ダルメシアン 牡3青 56 松田 大作本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田 宗将 472－ 22：07．31� 16．2�
47 フェイマスシーン 牡3鹿 56 黛 弘人笠原 幸六氏 大久保洋吉 平取 高橋 啓 478＋ 62：07．62 10．2�
23 フ ロ レ ン ト 牡3黒鹿56 丸田 恭介杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム 452－ 42：07．7� 8．8�
36 	 アンカジャポニカ 牝3黒鹿54 古川 吉洋岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 Tinnakill, M. Sad-

lier & A. Byrne 442± 02：07．91 20．7�
510 ワッペンジュニア 牡3青鹿56 福永 祐一有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：08．53� 1．7	
714 ニシノアイボウ 牡3鹿 56

54 △横山 和生西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 466－ 62：08．92� 99．4

815 マルシアーノ 牝3青鹿54 津村 明秀吉田 和美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B480－ 62：09．0� 114．0�
48 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 460＋ 22：09．31� 29．9�
816 フォントネー 牝3鹿 54 村田 一誠村野 康司氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 452－14 〃 アタマ 418．0
713 オ ベ レ ッ ク 牡3鹿 56 丸山 元気片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 468＋ 22：09．51
 45．7�
35 ワイハーノカゼ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二ドラゴンヒルズホースクラブ 小野 次郎 日高 白井牧場 454＋10 〃 アタマ 139．7�
612 ダイメイハルオ 牡3芦 56 三浦 皇成宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか グランド牧場 444－ 6 〃 クビ 22．1�
611 メイショウゴリン 牡3鹿 56 吉田 隼人松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 468＋ 22：09．92� 109．3�
59 オ ニ ユ リ 牝3栗 54 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 438＋ 62：14．8大差 206．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，237，800円 複勝： 29，381，900円 枠連： 9，139，800円
馬連： 25，115，000円 馬単： 20，514，700円 ワイド： 14，739，200円
3連複： 35，914，900円 3連単： 66，770，300円 計： 218，813，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 510円 � 350円 枠 連（1－2） 1，300円

馬 連 �� 5，330円 馬 単 �� 11，100円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 1，150円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 14，630円 3 連 単 ��� 97，390円

票 数

単勝票数 計 172378 的中 � 15405（3番人気）
複勝票数 計 293819 的中 � 34529（3番人気）� 13792（6番人気）� 21813（5番人気）
枠連票数 計 91398 的中 （1－2） 5216（5番人気）
馬連票数 計 251150 的中 �� 3482（17番人気）
馬単票数 計 205147 的中 �� 1365（31番人気）
ワイド票数 計 147392 的中 �� 2362（17番人気）�� 3197（13番人気）�� 2108（19番人気）
3連複票数 計 359149 的中 ��� 1812（43番人気）
3連単票数 計 667703 的中 ��� 506（260番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．4―13．1―13．2―13．1―13．2―13．0―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．0―49．1―1：02．3―1：15．4―1：28．6―1：41．6―1：54．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．3
1
3
15－16（1，6）10，7（2，9）3，8，11－（4，13）（5，12）14・（15，6）10（16，1）7，2（11，9）（3，8，12）（4，13）（14，5）

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

勝馬の
紹 介

メイショウグレア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．3．24 中京13着

2010．2．13生 牝3鹿 母 アドマイヤベリー 母母 ブリリアントベリー 7戦1勝 賞金 9，300，000円
〔その他〕 オニユリ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 オニユリ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年10月24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 タイセイスカイ号
（非抽選馬） 1頭 ミスズブライアンズ号



24031 8月24日 晴 重 （25函館4）第3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

710 ホワイトポピー 牝3芦 52 柴山 雄一楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 436＋16 58．6 5．2�
67 カルブンクルス 牝4青 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 472＋ 2 58．92 3．8�
33 ヒカルソラフネ 牡4鹿 57 吉田 隼人髙橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 59．0� 2．4�
22 レイズオブザサン 牡4黒鹿57 村田 一誠吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 444－ 6 〃 クビ 21．1�
812 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 470－ 2 59．1� 32．8�
68 シ ム ー ン 牡4鹿 57 三浦 皇成�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム B494－ 6 59．2クビ 29．9	
44 � ギルドマスター 牡4栗 57 川須 栄彦香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 496＋ 2 〃 アタマ 26．4

811 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 442± 0 〃 クビ 8．8�
11 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 498＋ 2 59．41	 26．3
55 ステラインベレッタ 牝3栗 52 丹内 祐次加藤 信之氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 428＋ 2 59．82� 95．5�
56 エメラルハヤブサ 牝3鹿 52 丸山 元気高橋 勉氏 西浦 勝一 様似 髙村 伸一 470－ 41：00．22� 13．6�
79 ナリタカマー 牡3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二�オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 472－ 61：00．3クビ 296．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，101，500円 複勝： 26，760，900円 枠連： 7，416，400円
馬連： 28，270，400円 馬単： 22，776，600円 ワイド： 14，876，300円
3連複： 37，873，500円 3連単： 77，109，500円 計： 233，185，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 130円 � 120円 枠 連（6－7） 1，100円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 430円 �� 310円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 8，780円

票 数

単勝票数 計 181015 的中 � 27542（3番人気）
複勝票数 計 267609 的中 � 42174（3番人気）� 55909（2番人気）� 65211（1番人気）
枠連票数 計 74164 的中 （6－7） 5009（6番人気）
馬連票数 計 282704 的中 �� 15266（4番人気）
馬単票数 計 227766 的中 �� 7022（6番人気）
ワイド票数 計 148763 的中 �� 7568（5番人気）�� 11489（2番人気）�� 22377（1番人気）
3連複票数 計 378735 的中 ��� 26320（2番人気）
3連単票数 計 771095 的中 ��� 6485（17番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．8―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトポピー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．11．17 東京15着

2010．3．28生 牝3芦 母 ヴァージンスノー 母母 ノベンバーサンライズ 7戦2勝 賞金 17，900，000円
〔発走状況〕 エメラルハヤブサ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔制裁〕 ギルドマスター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戒告。（被害馬：11番）
※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 ヒミノコンドル号

24032 8月24日 晴 重 （25函館4）第3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）

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

77 � サンライズサルーテ 牡5鹿 57 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 448－ 41：44．7 8．2�
55 メイプルリンカーン 牡5栗 57 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 478－ 21：45．23 4．4�
22 サ ナ シ オ ン 牡4鹿 57 藤田 伸二 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472± 01：45．3� 2．2�
89 ペガサスフラッシュ 牡5栗 57 丸山 元気松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 424± 01：45．4クビ 15．7�
810 テイエムダイトッパ 牡3鹿 54

53 ☆菱田 裕二竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 ハクツ牧場 456－ 41：45．5� 50．1�
11 メイショウエジソン 牡3栗 54 吉田 隼人松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 470± 01：45．71� 14．2	
78 オリオンザミラクル 牡3鹿 54

52 △横山 和生平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 小島牧場 446± 01：45．8� 56．9

66 テイエムクロジシ 牡3青 54 小林 徹弥竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 456－ 21：46．01 147．7�
44 サルバドールハクイ 牡3鹿 54 内田 博幸則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム 456－ 4 〃 アタマ 4．4�
33 スズカアドニス 牡3栗 54 松田 大作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 470＋ 21：46．32 31．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，084，300円 複勝： 24，968，700円 枠連： 6，549，600円
馬連： 23，604，700円 馬単： 21，147，900円 ワイド： 14，391，800円
3連複： 34，758，800円 3連単： 83，597，700円 計： 227，103，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 150円 � 130円 � 110円 枠 連（5－7） 1，570円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 390円 �� 270円 �� 180円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 7，520円

票 数

単勝票数 計 180843 的中 � 17569（4番人気）
複勝票数 計 249687 的中 � 33114（3番人気）� 50403（2番人気）� 83087（1番人気）
枠連票数 計 65496 的中 （5－7） 3092（7番人気）
馬連票数 計 236047 的中 �� 10446（6番人気）
馬単票数 計 211479 的中 �� 4927（12番人気）
ワイド票数 計 143918 的中 �� 7752（6番人気）�� 12605（3番人気）�� 24571（1番人気）
3連複票数 計 347588 的中 ��� 41819（1番人気）
3連単票数 計 835977 的中 ��� 8208（21番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．0―12．8―13．0―12．7―12．1―11．8―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．2―43．0―56．0―1：08．7―1：20．8―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．0
1
3
7，10（4，9）－5，2，3，6（1，8）
7，10，9（4，5）2（3，6）1，8

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

勝馬の
紹 介

�サンライズサルーテ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス

2008．2．11生 牡5鹿 母 エレガントシチー 母母 ロイヤルティアラ 22戦2勝 賞金 30，522，000円
初出走 JRA



24033 8月24日 晴 稍重 （25函館4）第3日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （芝・右）

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
1：08．0
1：06．5

良
良

47 ダブルスパーク 牝4芦 55 川須 栄彦吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 460± 01：12．4 25．9�
815 モーニングコール 牝3鹿 52 丸田 恭介飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 426＋ 61：12．61� 6．0�
510 トランドネージュ 牝4栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 494＋ 21：12．81� 2．6�
714 ジョアンシーピン 牝3黒鹿52 村田 一誠西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 456＋ 61：13．01� 36．3�
24 フィールドメジャー 牝3栗 52 内田 博幸地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：13．32 7．0�
48 トウシンヴィーナス 牝3青鹿 52

51 ☆菱田 裕二	サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 424＋121：13．4� 19．9

11 メイショウヒメユリ 牝4青鹿55 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 432＋10 〃 ハナ 104．9�
12 ラブグランデー 牝6鹿 55 柴山 雄一増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム 480＋101：13．61� 45．3�
59 スーパーアース 牝3黒鹿52 津村 明秀岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 458± 0 〃 ハナ 23．1
36 レッドマーキュリー 牝4鹿 55 三浦 皇成深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 2 〃 アタマ 81．2�
35 � ニュアージゲラン 牝4鹿 55 田中 博康白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 458＋ 8 〃 アタマ 56．4�
713 カイルアロマンス 牝4鹿 55 丹内 祐次横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 466－ 41：13．81� 104．2�
816 ワイドロスメルタ 牝3栗 52

49 ▲伴 啓太幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 482＋ 4 〃 ハナ 11．7�
23 ヒラボクロマンス 牝3栗 52 古川 吉洋	平田牧場 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 500＋121：14．65 8．2�
611 ロンギングトゥユー 牝4栗 55

53 △横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 500＋121：15．87 20．0�
612 タオルチャン 牝3栗 52 丸山 元気加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 436＋ 21：16．97 13．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，461，100円 複勝： 32，214，300円 枠連： 15，474，400円
馬連： 39，973，000円 馬単： 27，603，000円 ワイド： 21，009，900円
3連複： 59，290，800円 3連単： 97，877，000円 計： 316，903，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 530円 � 190円 � 130円 枠 連（4－8） 1，990円

馬 連 �� 6，590円 馬 単 �� 17，870円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 960円 �� 380円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 62，980円

票 数

単勝票数 計 234611 的中 � 7140（10番人気）
複勝票数 計 322143 的中 � 10806（9番人気）� 45096（2番人気）� 90358（1番人気）
枠連票数 計 154744 的中 （4－8） 5756（8番人気）
馬連票数 計 399730 的中 �� 4482（24番人気）
馬単票数 計 276030 的中 �� 1140（65番人気）
ワイド票数 計 210099 的中 �� 2798（19番人気）�� 5227（9番人気）�� 15209（1番人気）
3連複票数 計 592908 的中 ��� 9011（9番人気）
3連単票数 計 978770 的中 ��� 1147（186番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．9―12．5―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．6―47．1―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．8
3 16－15，10，9（11，12）1，3，4，2，8（6，14）（5，13）7 4 16－15，10－9（1，11，12，4）3（2，8）（5，14，7）（6，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダブルスパーク �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Woodman デビュー 2011．10．15 京都5着

2009．3．29生 牝4芦 母 エアステビア 母母 グレートクリスティーヌ 21戦2勝 賞金 21，866，000円
〔制裁〕 トウシンヴィーナス号の騎手菱田裕二は，最後の直線コース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〕 ロンギングトゥユー号・タオルチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

9月24日まで平地競走に出走できない。

24034 8月24日 晴 稍重 （25函館4）第3日 第10競走 ��
��1，800�

し れ と こ

知 床 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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

33 マウイノカオイ 牡3鹿 54 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 484＋ 61：53．1 7．4�

67 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 4．8�
11 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 508＋ 4 〃 ハナ 2．6�
55 スマートルピナス 牝3鹿 52 丸山 元気大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 448＋ 41：53．41� 16．3�
79 マイネルアルティマ 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 474－ 41：54．14 5．4	
22 オリバーバローズ 牡3黒鹿54 津村 明秀猪熊 広次氏 尾形 和幸 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488＋ 21：54．95 82．1

44 ショウナンバーキン 牝3青 52 岩田 康誠国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 472± 01：55．0	 8．9�
811 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 446－ 41：55．31� 31．3�
68 ウ ア ジ ェ ト 牝5黒鹿55 秋山真一郎岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 492＋ 61：55．51	 58．5
812 フローズンムーン 牝3鹿 52 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 81：55．92	 15．7�
710 ホッコーゼニト 牡4鹿 57 勝浦 正樹矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 460－14 〃 ハナ 62．1�
56 ヒカルペガサス 牡3鹿 54 福永 祐一髙橋 京子氏 戸田 博文 登別 青藍牧場 472± 02：12．7大差 38．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，000，900円 複勝： 38，880，400円 枠連： 11，060，800円
馬連： 48，675，200円 馬単： 34，143，900円 ワイド： 22，714，000円
3連複： 66，394，400円 3連単： 131，018，900円 計： 374，888，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 150円 � 130円 枠 連（3－6） 1，580円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 480円 �� 390円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 11，540円

票 数

単勝票数 計 220009 的中 � 23487（4番人気）
複勝票数 計 388804 的中 � 41964（4番人気）� 74667（2番人気）� 92066（1番人気）
枠連票数 計 110608 的中 （3－6） 5195（7番人気）
馬連票数 計 486752 的中 �� 22735（6番人気）
馬単票数 計 341439 的中 �� 6943（14番人気）
ワイド票数 計 227140 的中 �� 11027（6番人気）�� 14265（3番人気）�� 22247（2番人気）
3連複票数 計 663944 的中 ��� 37306（2番人気）
3連単票数 計1310189 的中 ��� 8384（31番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―12．8―13．0―12．7―12．6―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．7―50．7―1：03．4―1：16．0―1：28．3―1：40．4

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

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

勝馬の
紹 介

マウイノカオイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2012．7．1 函館6着

2010．4．5生 牡3鹿 母 ホッテストチケット 母母 リザーブシート 14戦2勝 賞金 29，548，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒカルペガサス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月24日まで平地競

走に出走できない。



24035 8月24日 晴 重 （25函館4）第3日 第11競走 ��
��1，700�第18回エルムステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，24．8．25以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，24．8．24以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

札幌馬主協会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000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 フリートストリート 牡4芦 56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504± 01：42．0レコード 8．0�

56 エーシンモアオバー 牡7鹿 58 岩田 康誠�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 508＋141：42．1� 9．9�
22 ブライトライン 牡4青 56 福永 祐一�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 518－ 41：42．31 1．6�
711 ツクバコガネオー 	5栗 56 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 522－ 21：42．62 26．4�
69 グランドシチー 牡6鹿 57 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 504－ 21：42．7
 8．2�
44 クリールパッション 牡8鹿 56 丸田 恭介横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B482－10 〃 ハナ 124．0	
33 セ イ リ オ ス 牡6鹿 56 三浦 皇成 
社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B488－ 61：43．44 87．2�
57 � トーセンアレス 牡6鹿 56 秋山真一郎島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：43．5クビ 279．5
11 サイレントメロディ 牡6青 56 藤田 伸二 
社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 498－ 8 〃 ハナ 19．2�
68 � メダリアビート 牡7黒鹿56 菱田 裕二門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. 470＋ 41：43．71 365．8�
710 アクティビューティ 牝6芦 54 吉田 隼人
宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 526＋22 〃 アタマ 263．1�
45 ダノンゴールド 牡4黒鹿56 四位 洋文�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 542＋ 61：44．55 7．8�
813 スマイルジャック 牡8黒鹿57 丸山 元気齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 490＋ 21：45．77 84．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 93，063，000円 複勝： 151，127，400円 枠連： 34，148，000円
馬連： 233，173，900円 馬単： 158，235，100円 ワイド： 94，237，800円
3連複： 326，044，400円 3連単： 763，828，700円 計： 1，853，858，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 180円 � 210円 � 110円 枠 連（5－8） 2，500円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 830円 �� 270円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 15，740円

票 数

単勝票数 計 930630 的中 � 91697（3番人気）
複勝票数 計1511274 的中 � 174493（3番人気）� 130703（5番人気）� 612183（1番人気）
枠連票数 計 341480 的中 （5－8） 10092（9番人気）
馬連票数 計2331739 的中 �� 58373（12番人気）
馬単票数 計1582351 的中 �� 19095（22番人気）
ワイド票数 計 942378 的中 �� 24287（12番人気）�� 94542（3番人気）�� 81748（4番人気）
3連複票数 計3260444 的中 ��� 171577（5番人気）
3連単票数 計7638287 的中 ��� 35832（53番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．6―12．2―12．3―11．9―11．9―12．0―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．3―41．5―53．8―1：05．7―1：17．6―1：29．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フリートストリート �
�
父 Street Sense �

�
母父 Singspiel デビュー 2012．1．9 京都1着

2009．4．10生 牡4芦 母 ジェニーリンド 母母 Negligent 10戦6勝 賞金 107，217，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 エバーオンワード号・ジョヴァンニ号

24036 8月24日 晴 稍重 （25函館4）第3日 第12競走 ��
��1，200�H B C 賞

発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．8．25以降25．8．18まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道放送賞（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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

11 ショウナンマハ 牝5黒鹿53 秋山真一郎�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 464± 01：12．8 6．8�
33 ヤマニンプチガトー 牝4栗 54 藤田 伸二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 472－ 41：13．01� 4．4�
710 ゴーイングパワー 牡4鹿 57 川須 栄彦林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 476－ 21：13．1� 9．6�
57 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 480＋ 6 〃 ハナ 2．8�
44 	 レッドガルシア 牡4栗 56 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 B504－ 21：13．31� 5．5	
45 ニコールバローズ 牝4黒鹿52 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 444－ 21：13．4� 18．6

711 サ ク ラ ベ ル 牝5栗 53 勝浦 正樹�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 486－ 61：13．72 13．8�
69 ミッキーオリーブ 牝6鹿 51 丸山 元気野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 ハナ 43．8�
68 ハンターワディ 牡6鹿 53 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 482± 01：13．91� 81．2
56 ニシノマナザシ 牡6芦 53 吉田 隼人西山 茂行氏 尾形 和幸 むかわ 西山牧場 508＋ 61：14．32� 40．1�
812	 エ ク レ ウ ス 牡8黒鹿52 古川 吉洋栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B490－ 21：14．4
 119．4�
813 ジョージジョージ 牡3栗 52 上村 洋行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 438－ 61：14．5
 64．3�
22 デ コ ル テ 牝6黒鹿53 田中 博康谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 470－141：15．56 42．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，581，600円 複勝： 52，410，600円 枠連： 16，930，000円
馬連： 101，634，400円 馬単： 43，837，200円 ワイド： 32，940，000円
3連複： 93，920，800円 3連単： 198，447，100円 計： 572，701，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 160円 � 290円 枠 連（1－3） 1，130円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，120円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 18，440円

票 数

単勝票数 計 325816 的中 � 38184（4番人気）
複勝票数 計 524106 的中 � 68706（4番人気）� 102721（2番人気）� 40589（5番人気）
枠連票数 計 169300 的中 （1－3） 11131（7番人気）
馬連票数 計1016344 的中 �� 60337（5番人気）
馬単票数 計 438372 的中 �� 13181（10番人気）
ワイド票数 計 329400 的中 �� 16794（5番人気）�� 6943（15番人気）�� 11879（8番人気）
3連複票数 計 939208 的中 ��� 18716（11番人気）
3連単票数 計1984471 的中 ��� 7946（52番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．4―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．8―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマハ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2010．12．11 小倉2着

2008．2．15生 牝5黒鹿 母 フェアノータム 母母 バブルウイングス 25戦4勝 賞金 55，620，000円



（25函館4）第3日 8月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 143頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

208，190，000円
7，080，000円
1，600，000円
17，900，000円
51，332，000円
3，913，000円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
305，547，100円
481，364，500円
119，641，600円
607，929，200円
419，647，900円
272，337，600円
799，980，000円
1，774，594，300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 4，781，042，200円

総入場人員 5，046名 （有料入場人員 4，342名）
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