
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

17025 6月21日 晴 良 （26函館1）第3日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時55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
1：42．0
1：41．7

重
不良

812 メイショウルンバ 牝3栗 54 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 476＋ 21：47．6 6．4�
33 ノースファイヤー 牝3青鹿54 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 504＋101：48．02� 2．8�
711 クイーンズシアター 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 2．7�
68 エヴォリューション 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474－121：48．63� 93．3�
44 アカイツバサ 牝3栗 54 中谷 雄太佐々木孝之氏 境 直行 日高 原田牧場 448－101：48．7� 17．1�
69 ノルウェーノモリ 牝3栗 54 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 日高 シンコーファーム 436－141：48．91� 19．3	
710 キスカラハジメヨウ 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也�ビリオンスター尾関 知人 千歳 社台ファーム B390－ 6 〃 ハナ 66．1

22 ウインバレリーナ 牝3鹿 54 松岡 正海�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 4 〃 アタマ 120．1�
45 ブルーロータス 牝3鹿 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム B472＋ 41：49．0クビ 9．3�
57 ラインファング 牝3栗 54 田中 博康大澤 繁昌氏 南井 克巳 平取 稲原牧場 436± 01：49．21� 24．4
813 アロハエコモマイ 牝3黒鹿54 藤岡 康太名古屋友豊� 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム B484＋141：50．05 67．5�
56 マサノジュエリー 牝3鹿 54 吉田 隼人猪野毛雅人氏 加藤 敬二 浦河 馬道 繁樹 460＋ 6 〃 クビ 20．9�
11 アグネスモバイル 牝3鹿 54 三浦 皇成渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム B420＋ 21：52．2大差 37．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，716，600円 複勝： 23，181，100円 枠連： 7，444，200円
馬連： 25，875，800円 馬単： 18，320，400円 ワイド： 17，615，100円
3連複： 40，347，200円 3連単： 60，005，100円 計： 205，505，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 110円 � 110円 枠 連（3－8） 1，280円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 460円 �� 380円 �� 150円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 127166 的中 � 15670（3番人気）
複勝票数 計 231811 的中 � 21756（3番人気）� 59362（2番人気）� 66747（1番人気）
枠連票数 計 74442 的中 （3－8） 4501（5番人気）
馬連票数 計 258758 的中 �� 14787（3番人気）
馬単票数 計 183204 的中 �� 5083（9番人気）
ワイド票数 計 176151 的中 �� 7902（5番人気）�� 9905（2番人気）�� 39105（1番人気）
3連複票数 計 403472 的中 ��� 35764（1番人気）
3連単票数 計 600051 的中 ��� 5623（19番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．9―13．1―13．5―13．1―12．9―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．3―43．4―56．9―1：10．0―1：22．9―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウルンバ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Valid Appeal デビュー 2014．3．23 阪神5着

2011．4．29生 牝3栗 母 ヴァリッドアンセム 母母 Indian Anthem 3戦1勝 賞金 5，100，000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 パイストロピカル号

17026 6月21日 晴 良 （26函館1）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10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

48 ナリタメロディ 牝3青鹿54 武 豊�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 426－ 81：10．5 8．1�
36 クリノツネチャン 牝3栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 428＋ 2 〃 クビ 69．8�
611 ディールフロー 牡3鹿 56 岩田 康誠有限会社シルク尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 41：10．6クビ 22．6�
11 ディアエトワール 牡3栗 56 吉田 隼人ディアレスト 奥村 武 新ひだか 山際 智 458± 0 〃 クビ 1．8�
12 ブランシェトワール 牝3芦 54 丸田 恭介村山 卓也氏 鈴木 伸尋 むかわ 市川牧場 440＋ 21：10．81� 7．3�
612 エタニティタイム 牝3栗 54 横山 和生福島 祐子氏 的場 均 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 438＋ 81：10．9� 37．4	
35 ホッコーホウオウ 牡3栗 56 松田 大作矢部 道晃氏 西浦 勝一 大樹 大樹ファーム 446＋ 61：11．0クビ 17．3

816 メイショウソフィア 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 436－ 41：11．1� 126．8�
510 ハンサムオウジ 牡3鹿 56 勝浦 正樹スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 452＋ 21：11．2� 34．8
24 ウォーターヴォイス 牝3鹿 54 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 434－ 4 〃 クビ 28．7�
59 ケンブリッジクイン 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 414＋ 61：11．3� 319．6�

714 ダイヤハート 牝3青鹿54 西村 太一大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 B432＋ 81：11．61� 226．4�
713 ラストダンサー 牡3青鹿56 柴山 雄一草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 430± 01：11．7� 6．3�
23 ニシノナーガ 牡3黒鹿56 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 496－181：11．91� 16．3�
815 リリークライマー 牡3鹿 56 荻野 琢真土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 460－ 41：12．0� 169．1�
47 メイショウベルシア 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 428－141：12．53 73．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，542，200円 複勝： 22，926，000円 枠連： 7，886，000円
馬連： 27，407，900円 馬単： 17，813，500円 ワイド： 14，951，200円
3連複： 38，775，500円 3連単： 60，629，800円 計： 205，932，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 270円 � 1，510円 � 460円 枠 連（3－4） 2，910円

馬 連 �� 16，470円 馬 単 �� 26，990円

ワ イ ド �� 4，760円 �� 1，750円 �� 11，580円

3 連 複 ��� 95，970円 3 連 単 ��� 448，530円

票 数

単勝票数 計 155422 的中 � 15248（4番人気）
複勝票数 計 229260 的中 � 25155（3番人気）� 3479（12番人気）� 13016（6番人気）
枠連票数 計 78860 的中 （3－4） 2094（10番人気）
馬連票数 計 274079 的中 �� 1289（44番人気）
馬単票数 計 178135 的中 �� 495（73番人気）
ワイド票数 計 149512 的中 �� 805（45番人気）�� 2248（19番人気）�� 328（68番人気）
3連複票数 計 387755 的中 ��� 303（178番人気）
3連単票数 計 606298 的中 ��� 98（908番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―12．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．0―47．0―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタメロディ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．3 京都5着

2011．4．21生 牝3青鹿 母 ナリタシークレット 母母 フラワースカイ 6戦1勝 賞金 6，550，000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 ファストアズソング号

第１回 函館競馬 第３日



17027 6月21日 晴 良 （26函館1）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）

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
1：42．0
1：41．7

重
不良

711 サウザンドエース 牡3芦 56 武 豊吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 528＋201：46．9 2．2�
710 ダブルミッション 牡3鹿 56 岩田 康誠広尾レース� 角居 勝彦 大樹 大樹ファーム 468＋ 4 〃 クビ 3．6�
44 ディアメドゥーサ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 446＋101：47．11� 11．2�
813 ジュガンティーヤ 牡3青 56 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B514－ 21：47．2� 4．6�
11 マンボプリンス 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム 468－ 61：47．73 18．6	
45 フクノゲイボルグ 牡3芦 56 松岡 正海福島 祐子氏 岩戸 孝樹 日高 瀬戸牧場 470＋ 61：48．44 11．9

56 トウショウワイルド 牡3鹿 56 古川 吉洋トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 424± 01：48．61� 49．9�
812 パ ロ パ ロ 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹�LS.M 小野 次郎 新ひだか 井高牧場 B494＋ 41：48．81� 35．1�
33 ゴールドクラウス 牡3鹿 56 黛 弘人磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 468－ 2 〃 ハナ 76．2
57 フ ェ ン ガ リ 牡3栗 56 菱田 裕二一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 81：48．9クビ 68．2�
22 ケンブリッジアド 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 420＋ 81：49．11� 329．3�

69 アルファエクサ 牡3芦 56 丸田 恭介�貴悦 清水 英克 新冠 石郷岡 雅樹 440＋ 41：49．2� 119．7�
68 デルマジャイアン 牡3鹿 56 村田 一誠浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 512＋121：50．26 154．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，272，000円 複勝： 19，844，100円 枠連： 7，995，600円
馬連： 23，477，300円 馬単： 17，319，800円 ワイド： 13，852，100円
3連複： 31，398，100円 3連単： 56，115，500円 計： 185，274，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 140円 � 260円 枠 連（7－7） 450円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 170円 �� 620円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 4，430円

票 数

単勝票数 計 152720 的中 � 54083（1番人気）
複勝票数 計 198441 的中 � 42118（2番人気）� 40333（3番人気）� 14614（6番人気）
枠連票数 計 79956 的中 （7－7） 13528（2番人気）
馬連票数 計 234773 的中 �� 45559（1番人気）
馬単票数 計 173198 的中 �� 17298（1番人気）
ワイド票数 計 138521 的中 �� 27854（1番人気）�� 4809（9番人気）�� 3704（11番人気）
3連複票数 計 313981 的中 ��� 13755（3番人気）
3連単票数 計 561155 的中 ��� 9170（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．5―43．0―55．7―1：08．7―1：21．4―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サウザンドエース �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2013．11．30 阪神11着

2011．3．23生 牡3芦 母 パワーオブフェイス 母母 パワーシーダー 7戦1勝 賞金 7，900，000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） 2頭 ジューンブライトン号・ディアキンカク号

17028 6月21日 晴 良 （26函館1）第3日 第4競走 ��
��1，800�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
1：46．0
1：43．9

良
良

24 ルヴェソンヴェール 牝3栗 54 三浦 皇成佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 490± 01：48．7 3．6�
11 ハートオブクラリス 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 B450＋ 21：49．23 5．2�
510� アワフレイム 牝3黒鹿54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Hinkle Farms 466＋ 21：49．83� 21．3�
816 プラチナジュエリー 牝3黒鹿54 木幡 初広下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 428＋ 2 〃 ハナ 22．8�
612 ピエールドリュヌ 牝3黒鹿54 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 470＋ 41：50．01	 2．8	
36 エアジャモーサ 牝3栗 54 松田 大作 �ラッキーフィールド千田 輝彦 むかわ 上水牧場 444＋221：50．21� 9．9

611 エイシンノーティス 牝3鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 468＋ 4 〃 アタマ 11．3�
59 マイネネフリティス 牝3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 392＋ 21：50．41	 70．1�
35 オールドケベック 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 ハナ 83．7
12 チェリージュビレ 牝3鹿 54 横山 和生近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 424－141：50．71
 32．8�
23 デルマヨッチャン 牝3栗 54 村田 一誠浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 458－ 61：50．8� 75．9�
714 ディアブラックブル 牝3青鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 浦河 村下 清志 446± 0 〃 クビ 138．5�
713 サンマルゴールド 牡3鹿 56 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 462＋121：51．01	 74．8�
815� ト ラ ウ ム 牝3鹿 54 黛 弘人吉田 安惠氏 戸田 博文 独 Stiftung Ges-

tut Fahrhof 454 ―1：51．42� 179．3�
48 キラノカリスマ 牡3鹿 56 田中 博康畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 414－ 21：51．5� 19．8�
47 ブラッキーカフェ 牡3鹿 56 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 新冠 浜口牧場 450＋141：52．03 171．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，102，600円 複勝： 25，709，100円 枠連： 8，184，400円
馬連： 30，759，900円 馬単： 20，691，000円 ワイド： 16，374，100円
3連複： 38，907，300円 3連単： 63，330，800円 計： 223，059，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 200円 � 520円 枠 連（1－2） 1，060円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，680円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 28，660円

票 数

単勝票数 計 191026 的中 � 41539（2番人気）
複勝票数 計 257091 的中 � 48158（2番人気）� 34188（3番人気）� 9857（8番人気）
枠連票数 計 81844 的中 （1－2） 5969（3番人気）
馬連票数 計 307599 的中 �� 24082（3番人気）
馬単票数 計 206910 的中 �� 9021（4番人気）
ワイド票数 計 163741 的中 �� 10545（3番人気）�� 2383（20番人気）�� 2198（21番人気）
3連複票数 計 389073 的中 ��� 4061（21番人気）
3連単票数 計 633308 的中 ��� 1602（83番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．3―12．6―12．6―12．3―11．9―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―35．9―48．5―1：01．1―1：13．4―1：25．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルヴェソンヴェール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2013．7．7 函館2着

2011．4．14生 牝3栗 母 フェートデュヴァン 母母 マーサズヴィンヤード 8戦1勝 賞金 10，900，000円
※デルマヨッチャン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17029 6月21日 晴 良 （26函館1）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時10分 （芝・右）

牝，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

77 アールブリュット 牝2鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 446 ―1：10．2 1．3�
44 シ ラ ユ キ 牝2芦 54 岩田 康誠ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 クビ 5．9�
11 ハーベストソング 牝2青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 404 ―1：10．52 10．0�
78 ドナソレイユ 牝2鹿 54 藤岡 康太山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 428 ―1：10．6クビ 20．8�
33 モ ル ジ ア ナ 牝2栗 54 菱田 裕二有限会社シルク木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450 ―1：10．7� 16．7	
22 カゼノトビラ 牝2鹿 54 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 460 ― 〃 クビ 64．0

810 ナムラオツウ 牝2鹿 54 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 412 ―1：10．91� 18．2�
66 タイセイボニータ 牝2栗 54 吉田 隼人田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 448 ―1：11．53� 61．3�
89 スピールダンジュ 牝2芦 54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 422 ―1：12．03 19．3
55 ペイシャパンドーラ 牝2栗 54 黛 弘人北所 直人氏 武井 亮 えりも 上島牧場 462 ―1：12．74 126．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，686，200円 複勝： 56，297，300円 枠連： 6，311，000円
馬連： 27，593，600円 馬単： 26，664，300円 ワイド： 16，328，200円
3連複： 33，317，300円 3連単： 85，799，500円 計： 276，997，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（4－7） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 420円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 1，850円

票 数

単勝票数 計 246862 的中 � 143719（1番人気）
複勝票数 計 562973 的中 � 403323（1番人気）� 45742（2番人気）� 33876（3番人気）
枠連票数 計 63110 的中 （4－7） 13224（1番人気）
馬連票数 計 275936 的中 �� 59178（1番人気）
馬単票数 計 266643 的中 �� 38052（1番人気）
ワイド票数 計 163282 的中 �� 26009（1番人気）�� 18791（2番人気）�� 8293（6番人気）
3連複票数 計 333173 的中 ��� 34254（1番人気）
3連単票数 計 857995 的中 ��� 33589（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―11．9―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．9―46．8―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 1，3（2，8）10，4，6，7，9，5 4 1，3（2，8）（4，10）－（6，7）9，5

勝馬の
紹 介

アールブリュット �
�
父 Makfi �

�
母父 Silver Hawk 初出走

2012．2．28生 牝2鹿 母 イグジビットワン 母母 Tsar’s Pride 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17030 6月21日 晴 良 （26函館1）第3日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走12時40分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
58．6
57．7

良
重

11 ディアタイガ 牡2栗 54 柴山 雄一ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 桑田フアーム 428 ―1：00．9 11．1�
66 ゼ ト ス 牡2青鹿54 横山 和生杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 464 ―1：01．0� 2．8�
79 スイートアリッサム 牝2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 大和田 成 新ひだか グランド牧場 430 ―1：01．21� 6．4�
811 ヒラボククラウン 牡2栗 54 岩田 康誠�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 454 ―1：01．62� 2．6�
78 ミックトゥルース 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 446 ―1：02．02� 88．6	
810 キ ザ シ 牡2栗 54

51 ▲長岡 禎仁 �フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 430 ―1：02．21� 34．6

67 レ ミ ネ ン ス 牝2鹿 54 木幡 初広桐谷 茂氏 中野 栄治 新ひだか 原 フアーム 464 ―1：02．62� 19．2�
55 ビ ッ グ フ ジ 牡2鹿 54 古川 吉洋�ビッグ 梅田 康雄 浦河 村下 清志 466 ―1：02．91	 21．7�
22 ラッシュボール 牡2鹿 54 田中 博康スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 イスズ牧場 464 ―1：03．22 131．6
33 スリーワイズ 牡2栗 54 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 様似 様似共栄牧場 438 ― 〃 クビ 13．2�
44 リ ア ン 牡2栗 54 勝浦 正樹桐谷 茂氏 梅田 智之 日高 前野牧場 460 ― （競走中止） 17．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，454，800円 複勝： 17，064，300円 枠連： 5，756，100円
馬連： 21，788，100円 馬単： 16，861，400円 ワイド： 10，959，700円
3連複： 25，835，100円 3連単： 50，109，400円 計： 163，828，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 220円 � 120円 � 150円 枠 連（1－6） 1，200円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，280円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 12，170円

票 数

単勝票数 計 154548 的中 � 11133（4番人気）
複勝票数 計 170643 的中 � 14730（4番人気）� 48465（1番人気）� 27322（3番人気）
枠連票数 計 57561 的中 （1－6） 3713（4番人気）
馬連票数 計 217881 的中 �� 12490（4番人気）
馬単票数 計 168614 的中 �� 3128（16番人気）
ワイド票数 計 109597 的中 �� 6673（4番人気）�� 1992（16番人気）�� 8060（2番人気）
3連複票数 計 258351 的中 ��� 8014（7番人気）
3連単票数 計 501094 的中 ��� 2984（31番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．7―35．7―47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．2
3 ・（1，9）6－8（3，11）＝7－（5，10）＝2 4 ・（1，9）6－11，8，3＝7－（5，10）＝2

勝馬の
紹 介

ディアタイガ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ストラヴィンスキー 初出走

2012．5．15生 牡2栗 母 ディアインビクタス 母母 ロンドインディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 リアン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため3コーナー手前で競走中止。
※出走取消馬 アパラパチア号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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 マゼンタ号



17031 6月21日 晴 良 （26函館1）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

24 モーニングコール 牝4鹿 55 柴田 善臣飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 436＋ 61：09．2 8．6�
713 レッドルシアン 牝3栗 52 横山 和生 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 432＋141：09．41� 91．2�
23 マイネヴァリエンテ 牝3鹿 52 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 444＋10 〃 クビ 3．8�
47 ネオザミスティック 牝6黒鹿 55

52 ▲小崎 綾也小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 462－ 81：09．5クビ 156．9�
510 ピサノベッテル 牝5黒鹿55 四位 洋文市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 466＋18 〃 クビ 23．7�
36 エ ル ノ ル テ 牝3鹿 52 藤岡 康太吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：09．6� 14．0	
59 ピエナアプローズ 牝5黒鹿55 武 豊本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 480－ 2 〃 同着 3．4

612 エターナルスター 牝4栗 55 津村 明秀下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 490＋20 〃 クビ 20．9�
815 エターナルムーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 482＋ 81：09．81� 3．3
611� ニュアージゲラン 牝5鹿 55 黛 弘人白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 456－ 6 〃 ハナ 33．5�
12 アポロアリーナ 牝5黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 482± 0 〃 クビ 54．1�
48 チェリーペトルズ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 470＋ 21：10．22� 61．7�
35 ヒヅグータス 牝5鹿 55 柴山 雄一�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 476＋121：10．3� 240．7�
714 ヒラボクロマンス 牝4栗 55 古川 吉洋�平田牧場 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 496± 0 〃 クビ 62．5�
816 トウシンヴィーナス 牝4青鹿55 三浦 皇成�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 432＋ 61：10．93� 93．3�
11 キークッキー 牝4鹿 55 小林 徹弥北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 482＋141：11．11� 44．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，955，900円 複勝： 30，123，900円 枠連： 9，515，200円
馬連： 36，591，600円 馬単： 21，887，400円 ワイド： 20，376，300円
3連複： 49，796，400円 3連単： 77，241，800円 計： 264，488，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 230円 � 2，100円 � 190円 枠 連（2－7） 5，250円

馬 連 �� 57，400円 馬 単 �� 102，590円

ワ イ ド �� 20，680円 �� 530円 �� 9，200円

3 連 複 ��� 56，410円 3 連 単 ��� 608，690円

票 数

単勝票数 計 189559 的中 � 17466（4番人気）
複勝票数 計 301239 的中 � 36650（4番人気）� 2813（15番人気）� 48268（3番人気）
枠連票数 計 95152 的中 （2－7） 1403（17番人気）
馬連票数 計 365916 的中 �� 494（70番人気）
馬単票数 計 218874 的中 �� 160（137番人気）
ワイド票数 計 203763 的中 �� 241（83番人気）�� 10750（4番人気）�� 544（59番人気）
3連複票数 計 497964 的中 ��� 662（130番人気）
3連単票数 計 772418 的中 ��� 92（1033番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．0―11．6―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．6―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モーニングコール �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．14 新潟1着

2010．4．15生 牝4鹿 母 ピースオブワールド 母母 ビ バ ム ー ル 17戦3勝 賞金 32，153，000円

17032 6月21日 晴 良 （26函館1）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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

44 クロフネフリート 牡3鹿 54 武 豊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 526± 01：46．9 1．7�
11 リキサンイレブン 牡5黒鹿57 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 522＋121：47．53� 7．2�
22 ダブルファンタジー 牝4栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 488－ 41：47．71� 11．9�
55 コンプリートゲーム 牡4鹿 57 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 532＋101：47．8� 14．7�
810 ナムライットウセイ 牡4黒鹿57 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 486＋ 81：47．9� 4．9�
33 	 クリノロッキー 牡4栗 57 藤岡 康太栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 6 〃 ハナ 80．3	
66 ホッコージョイフル 牡4鹿 57 小林 徹弥矢部 道晃氏 飯田 祐史 新ひだか 千代田牧場 494＋101：48．11� 33．1

78 アイアムナチュラル 牡3鹿 54 藤田 伸二堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 494－ 4 〃 アタマ 11．8�
77 ケープオブホープ 牝3黒鹿52 中谷 雄太三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 榊原 敏明 422＋ 21：48．63 27．1�
89 ランミネルバ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 448－121：49．66 92．5
（10頭）

売 得 金
単勝： 15，902，700円 複勝： 53，131，700円 枠連： 6，255，500円
馬連： 29，162，900円 馬単： 23，445，600円 ワイド： 14，725，500円
3連複： 30，094，500円 3連単： 83，722，200円 計： 256，440，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（1－4） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 250円 �� 290円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 3，420円

票 数

単勝票数 計 159027 的中 � 74285（1番人気）
複勝票数 計 531317 的中 � 395173（1番人気）� 26866（3番人気）� 20339（4番人気）
枠連票数 計 62555 的中 （1－4） 11300（2番人気）
馬連票数 計 291629 的中 �� 48989（2番人気）
馬単票数 計 234456 的中 �� 27381（2番人気）
ワイド票数 計 147255 的中 �� 16262（2番人気）�� 13322（3番人気）�� 3888（10番人気）
3連複票数 計 300945 的中 ��� 13443（5番人気）
3連単票数 計 837222 的中 ��� 17705（5番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．1―12．8―13．0―13．0―12．9―12．4―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．4―43．2―56．2―1：09．2―1：22．1―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．7
1
3
8，10（6，7）5，2，9－4（3，1）
8（10，5）4（6，7）1，2－3，9

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

勝馬の
紹 介

クロフネフリート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 El Corredor デビュー 2013．11．24 東京3着

2011．3．1生 牡3鹿 母 フローレンスガール 母母 Launch Site 9戦2勝 賞金 24，020，000円



17033 6月21日 晴 良 （26函館1）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）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

47 イントゥザストーム 牝5鹿 55
52 ▲小崎 綾也金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 418－ 61：09．5 22．5�
11 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 52 菱田 裕二布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 438＋ 2 〃 クビ 10．9�
815 プライマリーコード 牝3芦 52 三浦 皇成 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 454－ 41：09．71� 9．0�
59 リターンラルク 牡3鹿 54 武 豊山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B454－ 21：09．8� 7．2�
24 ニ シ ノ ニ カ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 468－ 8 〃 クビ 10．9	
612 グ ラ ン ツ 牡3黒鹿54 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋121：10．11� 64．5

713 レ フ ア 牝4鹿 55 横山 和生桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 B454＋10 〃 クビ 228．6�
816 クリノチョモランマ 牡4青鹿57 村田 一誠栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 516＋ 6 〃 アタマ 4．4
35 ウエスタンソーレ 牡4芦 57

54 ▲井上 敏樹西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 494＋ 61：10．63 45．7�
510	 ア ギ ャ ン ト 牝4鹿 55 竹之下智昭�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 436－141：10．7� 40．0�
36 コスモチャペル 牡4鹿 57 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 赤田牧場 B482± 01：10．91� 132．1�
714 ハギノソフィア 牝4栗 55 吉田 隼人安岡美津子氏 
島 一歩 日高 天羽 禮治 470＋ 6 〃 ハナ 19．8�
611 オールパーパス 牡3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 482＋101：11．0クビ 5．1�
23 ランパスキャット 牡4黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 500＋121：11．21� 15．8�
12 ドナエテルニテ 牝3鹿 52 藤田 伸二山田 貢一氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 446＋141：11．52 6．7�
48 フィールドメジャー 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 450＋ 4 （競走中止） 48．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，296，700円 複勝： 34，084，100円 枠連： 15，251，600円
馬連： 45，387，800円 馬単： 26，555，400円 ワイド： 25，091，200円
3連複： 65，485，700円 3連単： 100，328，100円 計： 333，480，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 520円 � 510円 � 300円 枠 連（1－4） 3，190円

馬 連 �� 10，800円 馬 単 �� 19，580円

ワ イ ド �� 3，370円 �� 2，480円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 32，540円 3 連 単 ��� 246，560円

票 数

単勝票数 計 212967 的中 � 7570（10番人気）
複勝票数 計 340841 的中 � 16594（10番人気）� 16872（9番人気）� 32784（4番人気）
枠連票数 計 152516 的中 （1－4） 3700（14番人気）
馬連票数 計 453878 的中 �� 3255（43番人気）
馬単票数 計 265554 的中 �� 1017（82番人気）
ワイド票数 計 250912 的中 �� 1903（44番人気）�� 2603（37番人気）�� 3349（27番人気）
3連複票数 計 654857 的中 ��� 1509（124番人気）
3連単票数 計1003281 的中 ��� 295（877番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．6―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イントゥザストーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．7．2 京都2着

2009．2．10生 牝5鹿 母 バイユーストーム 母母 At the Half 28戦3勝 賞金 37，889，000円
〔発走状況〕 コスモチャペル号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 フィールドメジャー号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 リターンラルク号の騎手武豊は，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：5番）

フィールドメジャー号の騎手城戸義政は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。
〔調教再審査〕 コスモチャペル号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ユキノラムセス号

17034 6月21日 晴 良 （26函館1）第3日 第10競走 ��
��2，000�

が ぎ ゅ う ざ ん

臥 牛 山 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 プ ロ ク リ ス 牝3栗 52 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：01．9 2．9�
11 ネコタイショウ 牡4鹿 57 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 442± 02：02．21� 4．1�
66 マウイノカオイ 牡4鹿 57 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 478＋ 22：02．3	 4．6�
88 ヴァルコイネン 牡3芦 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462＋ 62：02．62 5．6�
33 ウインヤード 牡3鹿 54 丸山 元気柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 454＋ 42：02．81 86．4	
22 ヒラボクファイター 牡4鹿 57 長岡 禎仁�平田牧場 大竹 正博 浦河 高昭牧場 442－ 82：03．01
 60．4

44 ツクバインドラ 牡4鹿 57 黛 弘人吉橋 計氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 22：03．53 32．2�
77 タルトオポム 牡3黒鹿54 横山 和生窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 450± 02：03．6	 4．7�

（8頭）
89 コスモハヤブサ 牡4青鹿57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，856，300円 複勝： 25，201，300円 枠連： 7，376，200円
馬連： 35，081，200円 馬単： 24，994，900円 ワイド： 15，532，600円
3連複： 39，905，000円 3連単： 95，619，300円 計： 265，566，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 140円 � 130円 枠 連（1－5） 650円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 230円 �� 230円 �� 280円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 3，380円

票 数

単勝票数 差引計 218563（返還計 6544） 的中 � 60238（1番人気）
複勝票数 差引計 252013（返還計 12757） 的中 � 62928（1番人気）� 42956（4番人気）� 47062（3番人気）
枠連票数 差引計 73762（返還計 1260） 的中 （1－5） 8722（2番人気）
馬連票数 差引計 350812（返還計 39017） 的中 �� 45359（1番人気）
馬単票数 差引計 249949（返還計 26574） 的中 �� 17253（1番人気）
ワイド票数 差引計 155326（返還計 21350） 的中 �� 18003（1番人気）�� 17763（2番人気）�� 13161（4番人気）
3連複票数 差引計 399050（返還計 92805） 的中 ��� 42735（1番人気）
3連単票数 差引計 956193（返還計195401） 的中 ��� 20488（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．6―12．6―12．6―12．3―12．1―11．7―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―37．3―49．9―1：02．5―1：14．8―1：26．9―1：38．6―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0
1
3
5，6（1，7）（4，8）2－3
5，6（1，7）（2，4，8）－3

2
4
5，6（1，7）（2，4，8）－3
5（1，6）7（2，4，8）3

勝馬の
紹 介

プ ロ ク リ ス 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．8．4 小倉2着

2011．1．27生 牝3栗 母 ラ イ ラ プ ス 母母 フサイチエアデール 5戦2勝 賞金 18，045，000円
〔競走除外〕 コスモハヤブサ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。



17035 6月21日 晴 良 （26函館1）第3日 第11競走 ��
��1，200�函館日刊スポーツ杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．6．15以降26．6．15まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

46 モズハツコイ 牝3芦 51 吉田 隼人北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 448－ 21：08．8 3．9�
23 コンサートレディ 牝5鹿 54 丸田 恭介平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 474± 01：09．01� 15．0�
610 フリーアズアバード �6鹿 54 西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B472－ 4 〃 アタマ 16．2�
22 アンチュラス 牝5鹿 54 勝浦 正樹�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 454－ 6 〃 クビ 6．5�
11 フ ィ リ ラ 牝5栗 51 古川 吉洋 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 8 〃 ハナ 5．7�
58 オオタニジムチョウ 牡5黒鹿54 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 452＋ 21：09．1クビ 46．3	
35 	 リバティーホール 牝5鹿 52 武 豊吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B444－ 21：09．2
 8．5

47 ベストブルーム 牡7鹿 54 津村 明秀横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 462± 01：09．52 59．5�
814 サンブルエミューズ 牝4栗 54 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 448－ 21：09．6� 17．7
611 パープルタイヨー 牡8鹿 52 酒井 学中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 442－10 〃 ハナ 58．8�
34 ミエノゴーゴー 牡6黒鹿56 丸山 元気里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 470－ 21：09．7
 11．0�
59 � ダークマレイン 牝5鹿 51 横山 和生門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 452－ 4 〃 クビ 64．1�
815	 レッドガルシア 牡5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 B504－ 41：09．8クビ 14．6�
712 カフヴァール 牝5鹿 52 三浦 皇成 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B464－ 41：10．33 9．3�
713 ヤサカシャイニー 牝6栗 52 柴田 善臣志邑 宣彦氏 根本 康広 新冠 オリエント牧場 456－121：10．93� 31．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，941，000円 複勝： 55，894，700円 枠連： 33，759，800円
馬連： 134，611，800円 馬単： 66，523，900円 ワイド： 54，264，900円
3連複： 198，839，300円 3連単： 305，441，900円 計： 884，277，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 380円 � 370円 枠 連（2－4） 890円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，390円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 12，720円 3 連 単 ��� 49，410円

票 数

単勝票数 計 349410 的中 � 71145（1番人気）
複勝票数 計 558947 的中 � 108509（1番人気）� 33412（9番人気）� 34424（8番人気）
枠連票数 計 337598 的中 （2－4） 29120（1番人気）
馬連票数 計1346118 的中 �� 38631（7番人気）
馬単票数 計 665239 的中 �� 11330（12番人気）
ワイド票数 計 542649 的中 �� 11383（11番人気）�� 10106（13番人気）�� 3918（48番人気）
3連複票数 計1988393 的中 ��� 11717（43番人気）
3連単票数 計3054419 的中 ��� 4481（130番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―45．4―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 6，10（1，7，12）14（2，11）（3，13）（5，8，15）9－4 4 6，10（1，7，12）（2，14）11（3，13）（5，8，15）9，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モズハツコイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．6．29 中京2着

2011．1．25生 牝3芦 母 クールアンフルール 母母 フレッシュミドリ 10戦2勝 賞金 37，861，000円

17036 6月21日 晴 良 （26函館1）第3日 第12競走 ��
��1，700�

き こ な い

木 古 内 特 別
発走16時05分 （ダート・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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

44 シルクラングレー 牡5栗 57 松田 大作有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム B490± 01：46．3 3．7�
77 カーティスバローズ 牡4鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 494＋ 41：46．4� 1．7�
33 セトノプロミス 牡4鹿 57 柴山 雄一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 486＋ 41：46．82	 4．6�
66 カ ト ラ ス 
4芦 57 藤田 伸二村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 460＋ 21：47．22	 11．4�
22 � チャンピオンホーク 牡5栗 57 松岡 正海坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 川上 悦夫 468＋ 61：47．62	 23．2�
88 ホワイトアルバム 牝6芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 524－ 21：47．7クビ 21．0�
11 ショウナンアンカー 
4栗 57 村田 一誠国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 440－101：47．91� 58．8	
55 � ロクイチスマイル 牝5芦 55 勝浦 正樹栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 500＋ 81：48．64 95．0


（8頭）

売 得 金
単勝： 25，268，300円 複勝： 61，888，000円 枠連： 発売なし
馬連： 50，394，800円 馬単： 38，507，600円 ワイド： 20，807，400円
3連複： 54，902，500円 3連単： 185，617，900円 計： 437，386，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 130円 �� 200円 �� 160円

3 連 複 ��� 260円 3 連 単 ��� 1，920円

票 数

単勝票数 計 252683 的中 � 53620（2番人気）
複勝票数 計 618880 的中 � 64028（2番人気）� 438261（1番人気）� 47502（3番人気）
馬連票数 計 503948 的中 �� 138993（1番人気）
馬単票数 計 385076 的中 �� 34452（3番人気）
ワイド票数 計 208074 的中 �� 47935（1番人気）�� 22162（3番人気）�� 32053（2番人気）
3連複票数 計 549025 的中 ��� 152749（1番人気）
3連単票数 計1856179 的中 ��� 70002（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―31．7―44．8―57．6―1：09．3―1：21．7―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F37．0
1
3
2，7（3，8）6（1，4）5
4（2，7）（3，8）6（1，5）

2
4
2，7（3，8）（1，6）4，5
4（2，7）（3，8，6）1，5

勝馬の
紹 介

シルクラングレー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．4．15 福島1着

2009．5．17生 牡5栗 母 ジ ブ リ ー ル 母母 キャサリーンパー 20戦3勝 賞金 46，188，000円
※出走取消馬 ヒシラストガイ号（疾病〔右前挫跖〕のため）



（26函館1）第3日 6月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

169，260，000円
7，800，000円
1，230，000円
15，070，000円
55，026，000円
3，952，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
240，995，300円
425，345，600円
115，735，600円
488，132，700円
319，585，200円
240，878，300円
647，603，900円
1，223，961，300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 3，702，237，900円

総入場人員 5，322名 （有料入場人員 4，801名）
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