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17049 6月28日 晴 良 （26函館1）第5日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．3
1：07．8

良
良

24 タケデンタイガー 牡2栗 54 津村 明秀武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 456－ 81：10．5 2．4�
714 ユメノマイホーム 牝2栗 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 434＋ 41：10．92� 46．7�
510 ヘッドドレス 牝2鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 448± 01：11．0クビ 15．1�
59 � エクシードリミッツ 牝2栗 54 秋山真一郎吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney

Foods Ltd 462± 01：11．1� 6．3�
23 コスモシュアー 牡2芦 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高木 登 新ひだか 坂本 春雄 446＋ 21：11．31	 76．0�
12 コスモピンパーネル 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 458± 01：11．4� 22．2	
815 ガールズライン 牝2芦 54 小林 徹弥吉永 清美氏 目野 哲也 新ひだか 松本牧場 462－ 41：11．5
 10．3

11 クリノテツマン 牡2栗 54 丸田 恭介栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 堤 牧場 440－ 41：11．6
 43．4�
611 ネ コ レ ー ヌ 牝2青鹿54 村田 一誠桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 416－ 2 〃 ハナ 136．1�
36 クリノヤクマン 牡2鹿 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 478＋12 〃 ハナ 5．9
35 ル パ ン 牡2栗 54 横山 和生宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 434＋101：11．7クビ 19．9�
47 ティーベレヌス 牡2栗 54 菱田 裕二�高橋ファーム 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 450－ 2 〃 クビ 80．5�
816 シーユーアゲン 牡2鹿 54 黛 弘人浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞�湖 レイクヴィラファーム 420＋ 2 〃 ハナ 6．7�
48 アグネスレジーナ 牝2青 54

51 ▲小崎 綾也渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 404＋ 41：12．12� 46．2�
713 パレススペシャル 牡2黒鹿54 荻野 琢真西村 豊氏 大江原 哲 白老 習志野牧場 454－ 21：12．31	 172．0�
612 フライガイザー 牡2黒鹿54 松田 大作簗詰 貴彦氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 440＋ 21：12．62 122．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，701，800円 複勝： 25，678，300円 枠連： 9，160，300円
馬連： 26，501，000円 馬単： 17，292，400円 ワイド： 15，384，700円
3連複： 38，687，600円 3連単： 55，225，500円 計： 201，631，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 980円 � 260円 枠 連（2－7） 5，750円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 7，500円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 580円 �� 8，050円

3 連 複 ��� 21，960円 3 連 単 ��� 105，080円

票 数

単勝票数 計 137018 的中 � 44452（1番人気）
複勝票数 計 256783 的中 � 69171（1番人気）� 4679（11番人気）� 23296（5番人気）
枠連票数 計 91603 的中 （2－7） 1234（15番人気）
馬連票数 計 265010 的中 �� 4299（16番人気）
馬単票数 計 172924 的中 �� 1729（27番人気）
ワイド票数 計 153847 的中 �� 2438（16番人気）�� 7367（4番人気）�� 465（62番人気）
3連複票数 計 386876 的中 ��� 1321（57番人気）
3連単票数 計 552255 的中 ��� 381（290番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．2―12．2―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．5―45．7―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F37．0
3 ・（4，9）6－（8，15，16）10（2，5）（1，12，14）7，11，3－13 4 4，9，6（15，16）（8，2，10）（1，5，14）12（7，11）3，13

勝馬の
紹 介

タケデンタイガー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．6．14 函館2着

2012．2．21生 牡2栗 母 タケデンプラザ 母母 タケデンジャスミン 2戦1勝 賞金 7，800，000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） 4頭 ゴールドエッグ号・シテール号・ルミノーソ号・ワインシャワー号

17050 6月28日 晴 良 （26函館1）第5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）

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

33 スヴァラッシー 牝3青鹿 54
51 ▲城戸 義政吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 440＋ 41：48．1 22．0�

56 カネトシタシナミ 牝3鹿 54 藤岡 康太兼松 利男氏 高野 友和 新冠 パカパカ
ファーム 442＋ 41：48．95 2．4�

710 パイストロピカル 牝3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 438＋101：49．0� 23．9�
69 グレイスビクトリア 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 426＋101：49．1� 86．1�
812 タガノラプランセス 牝3鹿 54 松岡 正海八木 良司氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 41：49．2� 19．2�
45 エンプレスアイル 牝3鹿 54 勝浦 正樹黒岩 晴男氏 藤原 辰雄 平取 高橋 啓 458－ 41：49．3クビ 20．9	
711 トワノトップガン 牝3栗 54 柴山 雄一永田 清男氏 土田 稔 新ひだか 三石橋本牧場 440－ 2 〃 ハナ 30．3

68 キ ナ ウ 牝3黒鹿54 三浦 皇成荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 クビ 17．7�
57 アイリッシュハープ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B442＋ 41：49．4� 2．4�

11 グレイトフル 牝3黒鹿54 横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518＋ 41：49．5� 26．6

22 シ ュ メ リ ア 牝3黒鹿54 村田 一誠山本 英俊氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B482± 01：49．6クビ 30．1�
813 シャノンラン 牝3栗 54 岩田 康誠 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 470－ 81：50．23� 20．6�
44 サンアルバカーキ 牝3青鹿54 菱田 裕二加藤 信之氏 田中 章博 日高 ホースヒルマネジメント 442＋ 41：51．9大差 31．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，534，000円 複勝： 22，764，500円 枠連： 8，783，900円
馬連： 22，485，800円 馬単： 16，884，300円 ワイド： 13，277，600円
3連複： 32，248，300円 3連単： 53，512，300円 計： 184，490，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 490円 � 120円 � 430円 枠 連（3－5） 1，370円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 8，260円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 4，730円 �� 880円

3 連 複 ��� 12，190円 3 連 単 ��� 87，970円

票 数

単勝票数 計 145340 的中 � 5269（7番人気）
複勝票数 計 227645 的中 � 8523（9番人気）� 77057（1番人気）� 10021（7番人気）
枠連票数 計 87839 的中 （3－5） 4968（5番人気）
馬連票数 計 224858 的中 �� 5754（8番人気）
馬単票数 計 168843 的中 �� 1532（29番人気）
ワイド票数 計 132776 的中 �� 2725（18番人気）�� 696（42番人気）�� 3989（5番人気）
3連複票数 計 322483 的中 ��� 1984（22番人気）
3連単票数 計 535123 的中 ��� 441（234番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．5―13．0―12．7―12．3―12．9―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．9―43．9―56．6―1：08．9―1：21．8―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．2
1
3
3，13（1，4）12（7，11）5－6（2，10）9－8
3（13，12）（1，11）（7，4，6）10，5－9－2，8

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

勝馬の
紹 介

スヴァラッシー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Outflanker デビュー 2014．1．26 中京6着

2011．5．20生 牝3青鹿 母 ベユーズラッシー 母母 Bayou Plans 8戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 アイリッシュハープ号の騎手小崎綾也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※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 ナムラリズ号・メイショウヴェスタ号

第１回 函館競馬 第５日



17051 6月28日 晴 良 （26函館1）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時45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

59 マサノハナチャン 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 434－ 81：10．1 14．1�

12 モアアンドモア 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 440± 0 〃 ハナ 17．6�
611 アイノデンドウシ 牡3鹿 56 岩田 康誠國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 404＋ 21：10．2� 2．9�
612 ハ ナ フ ブ キ 牝3黒鹿54 吉田 隼人幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 420＋ 2 〃 ハナ 19．2�
816 サンマルバクシン 牡3鹿 56 小林 徹弥相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 444＋ 21：10．41� 67．8�
47 パーリーシェル 牝3栗 54 三浦 皇成谷掛 龍夫氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 486＋10 〃 アタマ 6．3�
11 ブロンズテーラー 牝3青鹿54 丸田 恭介中西 浩一氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：10．5クビ 6．1	
36 ボンセジュール 牝3栗 54 菱田 裕二 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 410＋ 2 〃 クビ 142．7�
35 ハギノフェリス 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 420＋ 61：10．71� 94．5�
23 クリノアシュラオー �3黒鹿56 松岡 正海栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 日西牧場 444－ 2 〃 アタマ 99．5
714 ファインシュシュ 牝3青鹿54 横山 和生井山 登氏 的場 均 浦河 駿河牧場 436－ 21：10．8	 20．5�
510 ダンスールクレール �3鹿 56 藤岡 康太有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 16．3�
24 ファブラノヴァ 牝3黒鹿54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 21：11．01� 4．0�
713 サンファーゴ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政加藤 信之氏 土田 稔 日高 ノースガーデン 442＋ 21：11．53 210．6�
48 キシュウセリカ 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 432－ 41：11．6� 205．9�
815 ハッピーベリー 牝3鹿 54 中谷 雄太岩﨑 僖澄氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 464＋141：12．23	 259．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，326，600円 複勝： 27，434，900円 枠連： 8，502，500円
馬連： 27，880，600円 馬単： 16，612，700円 ワイド： 15，050，700円
3連複： 37，159，900円 3連単： 54，277，600円 計： 205，245，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 290円 � 430円 � 130円 枠 連（1－5） 1，600円

馬 連 �� 9，340円 馬 単 �� 19，840円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 790円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 9，510円 3 連 単 ��� 83，010円

票 数

単勝票数 計 183266 的中 � 10347（5番人気）
複勝票数 計 274349 的中 � 20463（5番人気）� 12459（9番人気）� 74928（1番人気）
枠連票数 計 85025 的中 （1－5） 4105（6番人気）
馬連票数 計 278806 的中 �� 2313（35番人気）
馬単票数 計 166127 的中 �� 628（74番人気）
ワイド票数 計 150507 的中 �� 1358（34番人気）�� 5037（6番人気）�� 3635（12番人気）
3連複票数 計 371599 的中 ��� 2928（35番人気）
3連単票数 計 542776 的中 ��� 474（290番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マサノハナチャン �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2014．2．24 東京12着

2011．2．24生 牝3鹿 母 センターアンジェロ 母母 サマーミストレス 4戦1勝 賞金 6，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ダイヤハート号・ホッコーホウオウ号・メイショウソフィア号

17052 6月28日 晴 良 （26函館1）第5日 第4競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時15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

44 ア ピ シ ウ ス 牡3青鹿56 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 498－121：46．8 23．1�
56 ワイルドコットン 牡3栗 56 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 506＋ 61：47．54 2．1�
57 メイショウトキムネ 牡3鹿 56 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 458－ 2 〃 アタマ 5．5�
812 スズカルーブル 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 466＋ 21：48．03 26．7�
45 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 466－ 21：48．1クビ 2．7�
711 オンワードハンター 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 458＋101：48．42 17．1	
69 ジューンブライトン 牡3鹿 56 荻野 琢真吉川 潤氏 今野 貞一 日高 正和山本牧場 B454－ 21：49．25 118．4

22 サカジロハンサム 牡3栗 56 秋山真一郎ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 前田 宗将 506－ 21：49．51� 105．8�
813 ホワイトスネーク 牡3芦 56 菅原 隆一桑畑 �信氏 蛯名 利弘 日高 槇本牧場 B492± 01：49．71� 131．4
710 タイヨウロマン 牡3栗 56 丸田 恭介太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 462＋121：49．8クビ 78．9�
68 ミキノブルーグラス 牡3鹿 56 津村 明秀谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 福岡 清 490－ 21：50．33 18．3�
11 カーライルシチー 牡3鹿 56 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか カタオカフアーム 438＋ 2 〃 クビ 146．1�
33 アジルエタンドル 牡3黒鹿56 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 452 ―1：53．0大差 191．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，630，000円 複勝： 30，936，300円 枠連： 7，674，300円
馬連： 25，092，100円 馬単： 21，419，400円 ワイド： 14，914，000円
3連複： 35，759，500円 3連単： 76，547，700円 計： 230，973，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 420円 � 110円 � 190円 枠 連（4－5） 200円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 7，060円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，610円 �� 230円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 32，780円

票 数

単勝票数 計 186300 的中 � 6441（6番人気）
複勝票数 計 309363 的中 � 9831（7番人気）� 141410（1番人気）� 29816（3番人気）
枠連票数 計 76743 的中 （4－5） 29729（1番人気）
馬連票数 計 250921 的中 �� 9992（5番人気）
馬単票数 計 214194 的中 �� 2273（18番人気）
ワイド票数 計 149140 的中 �� 4176（10番人気）�� 2064（15番人気）�� 20162（2番人気）
3連複票数 計 357595 的中 ��� 7401（12番人気）
3連単票数 計 765477 的中 ��� 1693（92番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．3―12．6―13．0―12．4―12．5―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．6―43．2―56．2―1：08．6―1：21．1―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ピ シ ウ ス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2013．6．9 東京15着

2011．2．10生 牡3青鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アジルエタンドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月28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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴールデンキャット号



17053 6月28日 晴 良 （26函館1）第5日 第5競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走12時05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
57．2
55．4

良
良

33 アンブリカル 牝2青鹿54 三浦 皇成上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 442 ― 58．5 2．2�
11 ペパーミント 牝2鹿 54 古川 吉洋山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 いとう牧場 428 ― 58．82 10．0�
55 マコトカンパネッロ 牝2栗 54 津村 明秀�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 418 ― 59．01� 2．9�
66 サカダッシュ 牡2鹿 54 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 466 ― 59．1� 7．4�
44 シーキングザライト 牡2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 清水 小野瀬 晃司 462 ― 59．2� 17．0�
22 キャロライン 牡2栗 54 藤田 伸二北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 B486 ― 59．83� 5．9	

（6頭）

売 得 金
単勝： 15，676，800円 複勝： 15，152，400円 枠連： 発売なし
馬連： 21，408，000円 馬単： 19，308，800円 ワイド： 8，090，700円
3連複： 22，768，500円 3連単： 80，983，400円 計： 183，388，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 340円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 280円 �� 150円 �� 390円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 3，810円

票 数

単勝票数 計 156768 的中 � 56700（1番人気）
複勝票数 計 151524 的中 � 50767（1番人気）� 13261（5番人気）
馬連票数 計 214080 的中 �� 15488（5番人気）
馬単票数 計 193088 的中 �� 7785（6番人気）
ワイド票数 計 80907 的中 �� 6398（4番人気）�� 18322（1番人気）�� 4176（8番人気）
3連複票数 計 227685 的中 ��� 26823（3番人気）
3連単票数 計 809834 的中 ��� 15381（12番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．7―35．3―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．8
3 3，6（1，4）5＝2 4 3，6（1，4）5－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アンブリカル 

�
父 マンハッタンカフェ 


�
母父 Seeking the Gold 初出走

2012．4．12生 牝2青鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17054 6月28日 晴 良 （26函館1）第5日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時35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

46 マイネルピクトル 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 508－ 22：03．6 109．8�

814 ステラストリーム 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－ 82：03．7� 6．0�

58 ニシノチャステティ 牝3栗 54 村田 一誠西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 448－ 22：04．12� 17．2�
34 スペシャルフォース 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 B492－ 82：04．2クビ 3．2�
712 ライトパープル 牡3鹿 56 小林 徹弥�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 460－ 2 〃 ハナ 3．4	
23 ケイクエスト 牡3栗 56 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 B490＋ 2 〃 ハナ 12．3

713 メイショウオダマキ 牝3栗 54 菱田 裕二松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B450＋12 〃 アタマ 83．4�
35 フ ェ ン ガ リ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 498－ 22：04．41� 162．4�
11 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 吉田 隼人小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 468＋ 2 〃 ハナ 6．6
59 パラプリュイ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 430－ 82：04．5� 21．2�
611 ミラクルステイ 牝3黒鹿54 横山 和生�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 434－ 2 〃 クビ 83．7�
22 テイエムトッピモン 牡3鹿 56 田中 博康竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 460＋ 4 〃 アタマ 152．2�
815 メイショウウケヅキ 牝3鹿 54 丸山 元気松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 476± 02：04．6クビ 21．5�
47 ディアブラックブル 牝3青鹿54 松田 大作ディアレスト 水野 貴広 浦河 村下 清志 444－ 22：04．81� 248．0�
610 サンレイサムライ 牡3芦 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 524± 0 〃 クビ 16．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，713，100円 複勝： 26，930，600円 枠連： 7，555，000円
馬連： 27，757，600円 馬単： 17，535，600円 ワイド： 16，418，300円
3連複： 38，139，300円 3連単： 60，574，300円 計： 211，623，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，980円 複 勝 � 2，630円 � 240円 � 400円 枠 連（4－8） 9，690円

馬 連 �� 42，680円 馬 単 �� 80，190円

ワ イ ド �� 13，330円 �� 16，010円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 172，310円 3 連 単 ��� 878，320円

票 数

単勝票数 計 167131 的中 � 1217（12番人気）
複勝票数 計 269306 的中 � 2239（13番人気）� 34729（4番人気）� 17822（6番人気）
枠連票数 計 75550 的中 （4－8） 604（25番人気）
馬連票数 計 277576 的中 �� 504（60番人気）
馬単票数 計 175356 的中 �� 164（121番人気）
ワイド票数 計 164183 的中 �� 315（65番人気）�� 262（71番人気）�� 1933（23番人気）
3連複票数 計 381393 的中 ��� 166（212番人気）
3連単票数 計 605743 的中 ��� 50（1147番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．5―12．9―13．0―12．8―12．3―12．2―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．4―49．3―1：02．3―1：15．1―1：27．4―1：39．6―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルピクトル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2014．5．24 東京15着

2011．4．12生 牡3鹿 母 アートブライアン 母母 アートロマン 2戦1勝 賞金 4，600，000円



17055 6月28日 晴 良 （26函館1）第5日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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
57．7
57．1

重
稍重

77 ベ ル ラ イ ン 牝4栗 55 藤岡 康太永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 58．8 3．6�
66 セイウンチカラ 牡4鹿 57 岩田 康誠西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 498＋ 4 59．11� 2．9�
11 モリトブイコール �6栗 57 横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 482＋ 4 59．73� 4．8�
33 トウショウハマー 牡5栗 57 丸田 恭介トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 584＋ 41：00．02 24．9�
44 オリエンタルダガー 牡3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁棚網 基己氏 大江原 哲 浦河 小林 仁 432＋ 2 〃 ハナ 6．7�
810 サクラエルカミーノ 牡3鹿 54 三浦 皇成�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 466－ 2 〃 ハナ 6．0	
78 ヒヅグータス 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 476± 01：00．21� 118．0

22 	 パ ス テ ィ 牡5鹿 57 古川 吉洋坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 B452± 01：00．94 98．7�
55 タマモエスカルゴ 牝3青鹿 52

49 ▲城戸 義政タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 454＋ 61：01．32� 23．6�
89 トウシンヴィーナス 牝4青鹿 55

52 ▲小崎 綾也�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 424－ 81：01．83 60．2
（10頭）

売 得 金
単勝： 16，044，700円 複勝： 20，451，700円 枠連： 5，054，600円
馬連： 22，447，300円 馬単： 16，110，800円 ワイド： 11，386，200円
3連複： 29，862，100円 3連単： 60，993，100円 計： 182，350，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 130円 � 130円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 220円 �� 220円 �� 300円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 160447 的中 � 35213（2番人気）
複勝票数 計 204517 的中 � 49615（1番人気）� 36541（3番人気）� 38065（2番人気）
枠連票数 計 50546 的中 （6－7） 8444（1番人気）
馬連票数 計 224473 的中 �� 33908（1番人気）
馬単票数 計 161108 的中 �� 9242（3番人気）
ワイド票数 計 113862 的中 �� 13329（2番人気）�� 13421（1番人気）�� 9040（3番人気）
3連複票数 計 298621 的中 ��� 37464（1番人気）
3連単票数 計 609931 的中 ��� 14714（2番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．5―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ラ イ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Charismatic デビュー 2012．7．15 中京2着

2010．3．7生 牝4栗 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 21戦3勝 賞金 39，483，000円

17056 6月28日 晴 良 （26函館1）第5日 第8競走 ��2，600�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53�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
2：39．4
2：37．3

良
良

11 エ ス ペ リ ア 牡5栗 57 池添 謙一佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 456＋ 22：41．6 4．2�
78 チェイスザゴールド 牡4鹿 57 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 522－ 2 〃 クビ 15．9�
44 � セルリアンディンゴ 牡6黒鹿57 古川 吉洋�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 482－ 42：42．02� 16．7�
22 イントレピッド 牡4鹿 57 荻野 琢真会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 464± 02：42．1クビ 7．7�
811 スマッシュスマイル �6栃栗57 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 490＋ 42：42．31� 13．9�
33 ブリリアントダンス 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 62：42．4クビ 13．2	
67 ストーンヘンジ 牡6鹿 57 黛 弘人 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 62：42．93 43．2

810 ヴァルティカル 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458± 02：43．0クビ 44．7�

79 テ ン カ イ チ 牡4鹿 57 村田 一誠大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 446± 02：43．21	 43．2�

55 スノーストーム 牡4栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 502＋ 62：43．3� 1．9
66 � リッカタキシード 牡7黒鹿57 松岡 正海立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 458＋ 22：43．62 22．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，210，900円 複勝： 38，844，700円 枠連： 8，480，900円
馬連： 34，565，600円 馬単： 25，770，100円 ワイド： 19，439，900円
3連複： 46，022，300円 3連単： 94，173，900円 計： 289，508，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 450円 � 540円 枠 連（1－7） 2，380円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 6，450円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，390円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 19，750円 3 連 単 ��� 95，620円

票 数

単勝票数 計 222109 的中 � 41351（2番人気）
複勝票数 計 388447 的中 � 61362（2番人気）� 20581（5番人気）� 16592（8番人気）
枠連票数 計 84809 的中 （1－7） 2755（9番人気）
馬連票数 計 345656 的中 �� 7688（12番人気）
馬単票数 計 257701 的中 �� 2996（24番人気）
ワイド票数 計 194399 的中 �� 4434（12番人気）�� 3621（14番人気）�� 1538（33番人気）
3連複票数 計 460223 的中 ��� 1747（60番人気）
3連単票数 計 941739 的中 ��� 714（278番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．7―12．9―12．4―12．9―12．8―12．8―12．0―11．8―12．0―11．8―12．6

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―24．9―37．6―50．5―1：02．9―1：15．8―1：28．6―1：41．4―1：53．4―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4F48．2―3F36．4
1
�
4－6－（3，10）（8，7）－（2，5）11，1－9
4－（8，6）（3，7，5）（1，11）（2，10）9

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

勝馬の
紹 介

エ ス ペ リ ア �
�
父 デュランダル �

�
母父 Chief’s Crown デビュー 2011．12．17 小倉7着

2009．5．31生 牡5栗 母 バ ー シ ャ 母母 My Darling One 23戦2勝 賞金 31，726，000円



17057 6月28日 晴 良 （26函館1）第5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 7，300，000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

22 アドマイヤランディ 牡3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510－ 21：47．4 13．4�
812 デビルズハーツ 牡4鹿 57 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 488＋ 61：47．71� 23．2�
69 サンクフルネス 牡5青 57 丸田 恭介小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 468＋101：48．12� 28．7�
711 ナンヨーカノン 牝4青鹿55 藤田 伸二中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 アタマ 1．8�
44 バイタルフォルム 牡4黒鹿57 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 492＋ 61：48．31� 10．1�
57 ショウナンガッチャ 牡3栗 54 勝浦 正樹国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 478＋ 6 〃 ハナ 12．4�
33 キ マ モ リ 牡4黒鹿57 津村 明秀諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 466＋ 41：48．4� 37．6	
710 ダイコクイモン 牡5青鹿57 黛 弘人井門 敏雄氏 松永 康利 日高 坂 牧場 470± 0 〃 アタマ 113．4

68 	 マヤノカデンツァ 牡5栗 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 B482＋ 41：48．71� 6．4�
56 クレバーカイザー 牡5鹿 57 丸山 元気 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：48．91� 26．8
813 ヤマニンティグル 牡6鹿 57 花田 大昂土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 476＋ 41：49．53� 256．9�
11 	 ホッコーアムール 牝4青 55 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 470＋121：49．71� 20．4�
45 レッドセイリング 牝4鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B508＋281：49．91� 8．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，695，000円 複勝： 32，407，500円 枠連： 11，402，400円
馬連： 37，005，600円 馬単： 25，381，200円 ワイド： 21，242，200円
3連複： 50，346，900円 3連単： 90，230，700円 計： 292，711，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 500円 � 960円 � 720円 枠 連（2－8） 17，360円

馬 連 �� 17，470円 馬 単 �� 35，180円

ワ イ ド �� 4，370円 �� 4，100円 �� 5，630円

3 連 複 ��� 95，110円 3 連 単 ��� 457，460円

票 数

単勝票数 計 246950 的中 � 14641（6番人気）
複勝票数 計 324075 的中 � 17798（7番人気）� 8647（11番人気）� 11794（10番人気）
枠連票数 計 114024 的中 （2－8） 509（30番人気）
馬連票数 計 370056 的中 �� 1641（50番人気）
馬単票数 計 253812 的中 �� 541（98番人気）
ワイド票数 計 212422 的中 �� 1256（49番人気）�� 1341（46番人気）�� 970（54番人気）
3連複票数 計 503469 的中 ��� 397（180番人気）
3連単票数 計 902307 的中 ��� 143（947番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．4―13．4―13．3―12．6―12．7―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―30．1―43．5―56．8―1：09．4―1：22．1―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤランディ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．1．6 京都8着

2011．4．29生 牡3栗 母 ゴーオンマイウェイ 母母 シーキングロイヤル 5戦2勝 賞金 12，300，000円
〔制裁〕 ショウナンガッチャ号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。
（非抽選馬） 2頭 セクシーボーイ号・リアライズクレア号

17058 6月28日 晴 良 （26函館1）第5日 第10競走 ��
��1，800�

え さ ん

恵 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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

88 � レッドシャンクス 牡5鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power
Bloodstock Ltd 504± 01：48．8 4．6�

22 	 メイショウテッサイ 牡6鹿 57 松岡 正海松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 498＋ 21：49．01
 4．5�
55 カッパドキア 牡4黒鹿57 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 478＋ 2 〃 クビ 4．8�
33 ヴ ィ ジ ャ イ 牡6鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 520＋ 81：49．1クビ 10．9�
11 ツクバアズマオー 牡3鹿 54 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 4．1�
66 	 トウケイゴールド 牡4鹿 57 長岡 禎仁木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 482－ 21：49．31 8．7	
44 サングブルー 牡4芦 57 柴山 雄一吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 460＋141：49．61� 22．9

77 スマートマーチ 牝4鹿 55 丸山 元気大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 444＋ 8 〃 クビ 94．2�
89 クールジョーカー 牡3黒鹿54 菱田 裕二小林 久義氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 446＋ 61：50．23
 9．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，111，100円 複勝： 37，809，000円 枠連： 9，978，600円
馬連： 45，597，900円 馬単： 30，009，500円 ワイド： 21，873，400円
3連複： 54，857，900円 3連単： 122，924，900円 計： 349，162，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 140円 � 150円 枠 連（2－8） 610円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 400円 �� 450円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 8，820円

票 数

単勝票数 計 261111 的中 � 44999（3番人気）
複勝票数 計 378090 的中 � 55348（4番人気）� 74071（1番人気）� 62548（3番人気）
枠連票数 計 99786 的中 （2－8） 12488（1番人気）
馬連票数 計 455979 的中 �� 28077（4番人気）
馬単票数 計 300095 的中 �� 11055（4番人気）
ワイド票数 計 218734 的中 �� 14024（4番人気）�� 11893（5番人気）�� 17591（2番人気）
3連複票数 計 548579 的中 ��� 24111（3番人気）
3連単票数 計1229249 的中 ��� 10102（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．3―12．3―12．2―11．9―11．5―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―36．9―49．2―1：01．4―1：13．3―1：24．8―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドシャンクス 
�
父 Galileo 

�
母父 Overbury デビュー 2011．10．30 東京3着

2009．3．28生 牡5鹿 母 Ardbrae Lady 母母 Gagajulu 8戦3勝 賞金 31，896，000円



17059 6月28日 晴 良 （26函館1）第5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；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

札幌テレビ放送賞（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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

711 エイシンオルドス 牝3栗 52 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 492＋ 21：09．1 2．5�
46 ストークアンドレイ 牝4芦 55 藤田 伸二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 490± 01：09．2� 6．3�
11 タンブルブルータス 牡5鹿 57 荻野 琢真ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 494± 0 〃 クビ 52．3�
58 メイショウヒデタダ 牡5黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 464＋ 41：09．3� 42．6�
34 	 カディーシャ 牝5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＋ 6 〃 ハナ 27．1�
33 ダンツカナリー 牝4青鹿55 菱田 裕二山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 470＋ 2 〃 クビ 3．6	
69 ノ ボ リ フ ジ 牡3鹿 54 藤岡 康太原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 494－ 41：09．51 28．2

712 パープルタイヨー 牡8鹿 57 小林 徹弥中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 442± 01：09．6� 251．4�
814 ローズノーブル 牝5青 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 416± 01：09．81 25．2
45 
 ユールフェスト 牝5青鹿55 秋山真一郎 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey B464－ 21：09．9� 8．8�
610 サ ク ラ ベ ル 牝6栗 55 松岡 正海�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 B490＋ 8 〃 ハナ 92．0�
22 ヤマニンボンプアン 牝6鹿 55 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 490－ 21：10．11 40．4�
57 シャドウエミネンス 牡6栗 57 池添 謙一飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B468－ 4 〃 アタマ 33．9�
813 クリノタカラチャン 牝4黒鹿55 横山 和生栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 414＋ 41：10．2� 10．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，557，900円 複勝： 62，881，900円 枠連： 27，111，900円
馬連： 128，079，400円 馬単： 71，512，100円 ワイド： 48，344，000円
3連複： 179，957，300円 3連単： 286，303，000円 計： 846，747，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 190円 � 760円 枠 連（4－7） 510円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，160円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 14，980円 3 連 単 ��� 48，470円

票 数

単勝票数 計 425579 的中 � 132303（1番人気）
複勝票数 計 628819 的中 � 164912（1番人気）� 84370（3番人気）� 14139（12番人気）
枠連票数 計 271119 的中 （4－7） 40522（1番人気）
馬連票数 計1280794 的中 �� 96608（2番人気）
馬単票数 計 715121 的中 �� 32681（3番人気）
ワイド票数 計 483440 的中 �� 31954（2番人気）�� 5471（28番人気）�� 3010（42番人気）
3連複票数 計1799573 的中 ��� 9008（50番人気）
3連単票数 計2863030 的中 ��� 4282（149番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．9―11．5―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．1―44．6―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 ・（3，13）10（11，5）（2，14）6（4，9）（1，8）－（7，12） 4 3，13（11，10）5（2，6，14）（4，9）（1，8）（7，12）

勝馬の
紹 介

エイシンオルドス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2013．6．2 阪神1着

2011．2．26生 牝3栗 母 アルカイックレディ 母母 No More Ironing 6戦3勝 賞金 41，559，000円

17060 6月28日 晴 良 （26函館1）第5日 第12競走 ��
��1，700�

ひ や ま

檜 山 特 別
発走16時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．6．22以降26．6．22まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000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
1：42．0
1：41．7

重
不良

811 ケイティバローズ 牝4鹿 52 勝浦 正樹猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B492± 01：45．4 4．4�
79 スターライラック 牝5鹿 52 吉田 隼人庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 460＋ 21：45．61� 26．3�
44 メイショウオオカゼ 牡4黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 21：46．02� 3．1�
22 アドマイヤキュート 牝5黒鹿52 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：46．1	 8．6�
810 ゴールデンクラウン 
5青鹿54 荻野 琢真吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 500－141：46．2	 31．3�
78 ピグマリオン 牡5鹿 54 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 21：46．3クビ 4．8	
67 トミケンユークアイ 
5黒鹿55 松岡 正海冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 484＋ 21：46．51 9．5

55 ブルーメリディアン 牝5黒鹿52 小崎 綾也 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 456＋10 〃 クビ 11．5�
11 オーシャンパワー 牡6鹿 54 松田 大作松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 460＋ 41：46．6クビ 15．5
66 ミヤビリファイン 牡5青鹿54 村田 一誠村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 500± 01：46．81� 71．9�
33 ロゼッタストーン 牡5鹿 54 中谷 雄太太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 474± 01：47．65 21．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，524，600円 複勝： 46，539，500円 枠連： 12，954，200円
馬連： 67，420，700円 馬単： 38，235，100円 ワイド： 32，238，500円
3連複： 85，400，700円 3連単： 163，170，800円 計： 475，484，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 530円 � 140円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 7，500円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 320円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 41，720円

票 数

単勝票数 計 295246 的中 � 53597（2番人気）
複勝票数 計 465395 的中 � 62442（3番人気）� 16093（9番人気）� 111430（1番人気）
枠連票数 計 129542 的中 （7－8） 11287（3番人気）
馬連票数 計 674207 的中 �� 9603（21番人気）
馬単票数 計 382351 的中 �� 3822（30番人気）
ワイド票数 計 322385 的中 �� 4371（21番人気）�� 29694（1番人気）�� 4635（20番人気）
3連複票数 計 854007 的中 ��� 9597（26番人気）
3連単票数 計1631708 的中 ��� 2835（155番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．0―12．5―12．5―12．2―12．5―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．3―42．8―55．3―1：07．5―1：20．0―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．9
1
3
9（6，10）（7，11）（1，4，8）－2，5－3
9，10（11，4）（6，7）（8，3）（1，2）5

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

勝馬の
紹 介

ケイティバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．3．24 阪神5着

2010．1．30生 牝4鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes 14戦4勝 賞金 43，245，000円



（26函館1）第5日 6月28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 147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

174，380，000円
9，340，000円
1，170，000円
14，990，000円
52，191，000円
3，822，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
258，726，500円
387，831，300円
116，658，600円
486，241，600円
316，072，000円
237，660，200円
651，210，300円
1，198，917，200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 3，653，317，700円

総入場人員 4，283名 （有料入場人員 3，788名）
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