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20061 7月20日 曇 良 （26函館2）第6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

35 プラチナコード 牡2芦 54 藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 474＋ 21：10．0 21．2�

11 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＋ 21：10．1� 4．0�

59 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 444－ 4 〃 クビ 11．5�
48 ケイアイトレジャー 牡2芦 54 柴山 雄一亀田 和弘氏 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 476＋ 21：10．41� 36．9�
713 ジェットコルサ 牡2青 54 丸田 恭介尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 452－ 2 〃 クビ 3．4	
815 コスモピンパーネル 牡2鹿 54 丹内 祐次 �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 460＋ 21：10．5クビ 47．0

23 オージーアイドル 牝2鹿 54 吉田 隼人窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448＋ 41：10．6� 22．1�
611 リターンストローク 牡2鹿 54 田中 博康 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 492＋ 2 〃 アタマ 8．5�
47 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 444－ 2 〃 クビ 41．8
714 ル パ ン 牡2栗 54

51 ▲小崎 綾也宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 434± 01：10．81	 101．1�
12 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 410＋ 61：10．9� 5．9�
24 ジョーハリス 牡2鹿 54

51 ▲城戸 義政上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 438－ 2 〃 ハナ 103．4�
36 シゲルオハシリサン 牡2鹿 54 秋山真一郎森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 450± 01：11．1� 135．9�
612 サワヤカムスメ 牝2鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 426＋ 4 〃 アタマ 16．2�
816 ゴットモーニング 牡2鹿 54 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 高橋フアーム 446－ 41：11．2クビ 13．5�
510 キャロライン 牡2栗 54 中谷 雄太北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 480－ 61：11．41 61．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，642，600円 複勝： 29，630，500円 枠連： 11，125，300円
馬連： 35，229，300円 馬単： 20，331，900円 ワイド： 20，709，500円
3連複： 50，494，300円 3連単： 68，635，200円 計： 252，798，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 530円 � 160円 � 300円 枠 連（1－3） 2，260円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 12，420円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 2，460円 �� 770円

3 連 複 ��� 12，010円 3 連 単 ��� 107，240円

票 数

単勝票数 計 166426 的中 � 6263（8番人気）
複勝票数 計 296305 的中 � 11576（8番人気）� 61612（1番人気）� 23975（4番人気）
枠連票数 計 111253 的中 （1－3） 3815（9番人気）
馬連票数 計 352293 的中 �� 5545（20番人気）
馬単票数 計 203319 的中 �� 1227（44番人気）
ワイド票数 計 207095 的中 �� 3092（21番人気）�� 2106（28番人気）�� 7187（6番人気）
3連複票数 計 504943 的中 ��� 3153（35番人気）
3連単票数 計 686352 的中 ��� 464（321番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．9―11．6―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．8―45．4―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラチナコード �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．7．5 函館4着

2012．3．26生 牡2芦 母 ホワイトメロディー 母母 ドラムメロディー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 リターンストローク号の騎手田中博康は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 アパラパチア号

20062 7月20日 曇 良 （26函館2）第6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

56 ダイヤハート 牝3青鹿54 黛 弘人大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 B430－ 21：00．6 4．9�
811 ピサノナイトレイ 牝3鹿 54 岩田 康誠市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 446＋ 21：00．91� 1．7�
79 ゴッドマザー 牝3栗 54 柴山 雄一寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 438＋141：01．11� 34．5�
710 ミスティックヨハネ 牡3栗 56 丸山 元気平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 442± 0 〃 クビ 11．2�
812	 シャンテクレール 牝3鹿 54 吉田 隼人�ノースヒルズ 小笠 倫弘 英 Jean－Pierr

e Deroubaix 418－ 41：01．2クビ 14．1�
11 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 436－ 6 〃 ハナ 109．1	
67 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 434－ 21：01．41� 5．9

33 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± 01：01．72 58．1�
22 ケンブリッジハーツ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹中西 宏彰氏 星野 忍 えりも エクセルマネジメント 414＋ 21：02．01� 224．6
44 ナムラチーター 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 下屋敷牧場 416＋ 61：03．17 161．1�
55 メ イ ジ ン 牡3栗 56 竹之下智昭國分 純氏 蛯名 利弘 日高 スマイルファーム 452＋ 61：03．2
 15．1�
68 キャラメルソング 牡3芦 56 中谷 雄太�ビリオンスター水野 貴広 千歳 社台ファーム 464－ 21：03．3
 48．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，892，900円 複勝： 54，732，400円 枠連： 6，192，700円
馬連： 25，066，600円 馬単： 21，534，000円 ワイド： 13，973，000円
3連複： 31，463，100円 3連単： 70，422，800円 計： 239，277，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 110円 � 460円 枠 連（5－8） 300円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，700円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 17，920円

票 数

単勝票数 計 158929 的中 � 25698（2番人気）
複勝票数 計 547324 的中 � 33160（2番人気）� 411098（1番人気）� 6710（7番人気）
枠連票数 計 61927 的中 （5－8） 15810（1番人気）
馬連票数 計 250666 的中 �� 49672（1番人気）
馬単票数 計 215340 的中 �� 12032（4番人気）
ワイド票数 計 139730 的中 �� 21875（1番人気）�� 1784（18番人気）�� 3864（10番人気）
3連複票数 計 314631 的中 ��� 7595（10番人気）
3連単票数 計 704228 的中 ��� 2849（51番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―35．0―47．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイヤハート �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．6．22 函館4着

2011．3．16生 牝3青鹿 母 オーシャンルミナス 母母 オーシャンドリーム 8戦1勝 賞金 6，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 タマモテンカラット号・ハヤブサマジック号・フクノトリアイナ号

第２回 函館競馬 第６日



20063 7月20日 曇 良 （26函館2）第6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 モンドクラッセ 牡3鹿 56 岩田 康誠�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 510＋ 61：44．5 2．5�
33 ゲンパチケンザン 牡3栗 56 松岡 正海平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 484＋ 41：46．8大差 8．4�
69 ブ レ ヴ ァ ン 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 476－ 41：47．65 2．5�
11 イ ク ラ ト ロ 牡3鹿 56 中谷 雄太北側 雅司氏 矢作 芳人 日高 目黒牧場 426± 01：47．7クビ 22．9�
710 ポッシブルドリーム 牡3黒鹿56 N．ローウィラー 窪田 康志氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B562＋121：48．23 9．9�

（豪）

44 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± 01：49．05 34．7	
57 ベストタイム 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 426＋ 4 〃 ハナ 228．6

813 スプリングアップ 牡3鹿 56 勝浦 正樹スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 474± 01：49．1クビ 11．7�
22 ビジンノカガミ 牝3黒鹿54 丸田 恭介ベニバナ組合 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 438＋ 61：50．16 67．2�
812 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 434± 01：50．42 65．6�
68 ゴールデンキャット 牡3黒鹿56 柴山 雄一桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 石田牧場 520－ 41：51．99 153．5�
56 ホウショウマージ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁芳賀 吉孝氏 上原 博之 日高 新井 昭二 400＋ 21：53．17 344．8�
45 メイショウロブロイ 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好�氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 486＋ 4 （競走中止） 22．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，577，500円 複勝： 23，635，300円 枠連： 8，456，000円
馬連： 31，732，500円 馬単： 21，053，400円 ワイド： 15，483，000円
3連複： 41，316，500円 3連単： 71，858，700円 計： 232，112，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 160円 � 110円 枠 連（3－7） 1，250円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 470円 �� 200円 �� 290円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 185775 的中 � 57846（2番人気）
複勝票数 計 236353 的中 � 54695（2番人気）� 28062（3番人気）� 65967（1番人気）
枠連票数 計 84560 的中 （3－7） 5235（6番人気）
馬連票数 計 317325 的中 �� 16141（5番人気）
馬単票数 計 210534 的中 �� 6904（7番人気）
ワイド票数 計 154830 的中 �� 7258（4番人気）�� 22425（1番人気）�� 13435（2番人気）
3連複票数 計 413165 的中 ��� 38809（1番人気）
3連単票数 計 718587 的中 ��� 9208（10番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．0―12．2―12．4―12．2―12．6―12．1―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．5―42．7―55．1―1：07．3―1：19．9―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンドクラッセ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2013．12．7 中山6着

2011．5．6生 牡3鹿 母 クッキーキティ 母母 ユキノサクラ 6戦1勝 賞金 9，350，000円
〔競走中止〕 メイショウロブロイ号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔その他〕 ビジンノカガミ号・ゴールデンキャット号・ホウショウマージ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーに

よる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウショウワイルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月20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。
（非抽選馬） 1頭 ダンシングウインド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

20064 7月20日 曇 良 （26函館2）第6日 第4競走 ��
��2，600�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
2：39．4
2：37．3

良
良

48 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 474＋ 22：43．1 3．7�

36 � 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 470± 02：43．2� 5．1�
11 コパノミクス 牡3青 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 82：43．41	 4．2�
12 ブルザンインディゴ 牝3芦 54 西村 太一藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 446＋ 42：44．25 13．7�
713 ローレルトルネード 牡3栗 56 小林 徹弥 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 470－ 22：44．62
 6．1	
47 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 448－ 2 〃 アタマ 63．9

23 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± 02：44．81	 6．5�
611 ダンスールクレール �3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 476－ 22：45．01
 57．7�
510 ウエスタンマンデラ 牝3黒鹿54 北村 宏司 �ウエスタンファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444－122：45．1クビ 21．2
24 ハ イ ク ロ ス 牡3芦 56 田中 博康 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 442－ 22：45．42 52．5�
35 テイクトゥモロー 牡3鹿 56 丸山 元気窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 464－ 62：45．5
 98．0�
815 トウカイソレイユ 牡3青鹿56 丸田 恭介内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 512＋ 82：45．7� 62．7�
59 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 B452＋ 22：46．44 47．6�
816 キャンティユッキ 牝3鹿 54 津村 明秀チームユッキレーシング 高市 圭二 新冠 村田牧場 454＋ 62：47．78 168．1�
714 シップウハヤト 牡3鹿 56 秋山真一郎平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452＋ 42：50．8大差 159．1�
612 ポッドコンジュ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也小川眞査雄氏 斎藤 誠 洞�湖 レイクヴィラファーム 430－ 22：52．39 159．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，979，900円 複勝： 29，431，900円 枠連： 8，976，700円
馬連： 31，855，600円 馬単： 20，324，000円 ワイド： 18，048，700円
3連複： 43，450，500円 3連単： 68，160，600円 計： 239，227，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 170円 � 150円 枠 連（3－4） 740円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 370円 �� 280円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 189799 的中 � 40892（1番人気）
複勝票数 計 294319 的中 � 50500（2番人気）� 42873（4番人気）� 50629（1番人気）
枠連票数 計 89767 的中 （3－4） 9276（2番人気）
馬連票数 計 318556 的中 �� 27501（2番人気）
馬単票数 計 203240 的中 �� 8613（3番人気）
ワイド票数 計 180487 的中 �� 11898（3番人気）�� 17615（1番人気）�� 12268（2番人気）
3連複票数 計 434505 的中 ��� 29356（1番人気）
3連単票数 計 681606 的中 ��� 10942（1番人気）

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

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�
12．6―23．8―36．0―48．8―1：01．7―1：14．8―1：27．7―1：40．5―1：52．7―2：05．1―2：17．8―2：30．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F50．4―3F38．0
1
�

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

勝馬の
紹 介

ステラストリーム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Boundary デビュー 2014．3．16 中山6着

2011．2．5生 牡3黒鹿 母 シーズライクリオ 母母 Leading Rhyme 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔その他〕 シップウハヤト号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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。

ポッドコンジュ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 ピアーノ号



20065 7月20日 曇 良 （26函館2）第6日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時10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
1：51．0
1：45．9

良
良

11 スワーヴジョージ 牡2鹿 54 四位 洋文諏訪 守氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 500 ―1：51．4 2．7�
57 コスモアルマク 牡2青鹿54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 478 ―1：51．61� 5．7�
44 ヤマチョウタンゴ 牡2鹿 54 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 490 ―1：51．92 49．2�
33 カ ラ ッ カ ゼ 牡2鹿 54 勝浦 正樹星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B436 ― 〃 アタマ 29．5�
45 ゲ ル ズ 牝2鹿 54 菱田 裕二杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 474 ―1：52．32� 66．6�
812 バ イ ガ エ シ 牡2黒鹿54 古川 吉洋菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 488 ― 〃 アタマ 10．6	
22 ウォーターアイリス 牝2栗 54 丹内 祐次山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 440 ―1：52．5	 33．9

68 エ ン リ ケ 牡2青鹿54 岩田 康誠丸山 担氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 434 ―1：52．71� 17．1�
711 シェアザジョイフル 牝2鹿 54 藤田 伸二 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 440 ―1：52．8	 31．3
56 ハヤブサロックオン 牡2鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 464 ―1：53．22� 9．4�
710 エクボビューティー 牝2黒鹿54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 新ひだか 寺越 政幸 430 ―1：53．62� 17．7�
69 デルマグーリンダイ 牝2鹿 54 池添 謙一浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 434 ―1：53．81� 10．7�
813 スターチェイサー 牡2芦 54 田中 博康 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 456 ― （競走中止） 5．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，512，000円 複勝： 28，030，100円 枠連： 12，024，300円
馬連： 34，039，300円 馬単： 23，443，100円 ワイド： 18，383，800円
3連複： 47，167，400円 3連単： 72，169，700円 計： 255，769，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 180円 � 840円 枠 連（1－5） 670円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，690円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 10，350円 3 連 単 ��� 33，770円

票 数

単勝票数 計 205120 的中 � 59546（1番人気）
複勝票数 計 280301 的中 � 66456（1番人気）� 43562（2番人気）� 5712（12番人気）
枠連票数 計 120243 的中 （1－5） 13857（2番人気）
馬連票数 計 340393 的中 �� 27573（1番人気）
馬単票数 計 234431 的中 �� 12455（1番人気）
ワイド票数 計 183838 的中 �� 12814（1番人気）�� 1658（40番人気）�� 1385（45番人気）
3連複票数 計 471674 的中 ��� 3417（36番人気）
3連単票数 計 721697 的中 ��� 1549（85番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．3―12．2―12．5―12．5―12．1―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．2―49．4―1：01．9―1：14．4―1：26．5―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
3，11（2，12）7，1（8，13）（5，4，10）（6，9）
3（11，12，7）2（1，4）－（8，5，6）－9－10＝13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴジョージ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．2．27生 牡2鹿 母 ギ ー ニ ョ 母母 フェアリードール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 スターチェイサー号は，競走中に異常歩様となったため4コーナー手前で競走中止。
〔調教再審査〕 スターチェイサー号は，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。
〔その他〕 シェアザジョイフル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シェアザジョイフル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年8月20日まで出走できない。
※出走取消馬 ウェーブランチャン号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

20066 7月20日 晴 良 （26函館2）第6日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

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
57．7
57．1

重
稍重

56 ランドクイーン 牝4栗 55 柴山 雄一山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大
作ステーブル 476＋22 58．5 3．5�

44 パワフルラリマー 牝5栗 55 三浦 皇成友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 486＋ 4 59．03 4．8�
812� ピュアアイズ 牝4鹿 55 松岡 正海�山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 482－ 4 59．1� 3．3�
68 キープレイヤー 牝3青鹿 52

49 ▲小崎 綾也下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 484－24 59．2� 6．0�

811� ベストヒット 牝4栗 55 岩田 康誠�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478＋ 4 59．3� 13．6�
11 フィールザロマンス 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁坂田 行夫氏 武井 亮 むかわ 平岡牧場 456－ 6 59．62 101．3	
33 スリーチアサウス 牝3鹿 52

49 ▲城戸 義政永井商事
 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 460＋ 2 〃 ハナ 14．5�
55 ノボキャビア 牝3栗 52 藤田 伸二
LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 472＋12 59．92 14．5�
79 キクノアリア 牝3鹿 52

49 ▲井上 敏樹菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 456－ 8 〃 ハナ 54．9
67 � マリナーズコンパス 牝4鹿 55 菱田 裕二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 430＋101：00．0クビ 116．5�
22 デルマスナカケババ 牝4黒鹿55 北村 宏司浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 496＋301：00．21� 114．9�
710 ドラゴンスズラン 牝3鹿 52 吉田 隼人窪田 康志氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム 474－ 41：00．62� 23．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，084，900円 複勝： 27，394，700円 枠連： 8，041，100円
馬連： 35，849，700円 馬単： 22，796，000円 ワイド： 17，284，900円
3連複： 44，489，400円 3連単： 75，832，700円 計： 252，773，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 130円 � 120円 枠 連（4－5） 650円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 320円 �� 270円 �� 340円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 4，690円

票 数

単勝票数 計 210849 的中 � 47092（2番人気）
複勝票数 計 273947 的中 � 45213（3番人気）� 51757（2番人気）� 66590（1番人気）
枠連票数 計 80411 的中 （4－5） 9563（2番人気）
馬連票数 計 358497 的中 �� 30742（2番人気）
馬単票数 計 227960 的中 �� 10289（4番人気）
ワイド票数 計 172849 的中 �� 13667（2番人気）�� 17344（1番人気）�� 12408（3番人気）
3連複票数 計 444894 的中 ��� 37475（1番人気）
3連単票数 計 758327 的中 ��� 11699（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．5―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランドクイーン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．10．28 新潟2着

2010．4．3生 牝4栗 母 クライインシンパシ 母母 クライングフォーモア 9戦3勝 賞金 28，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アイティダイヤ号
（非抽選馬） 1頭 ディオレサンス号



20067 7月20日 晴 良 （26函館2）第6日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

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

45 トップボンバー 牡3鹿 54
51 ▲小崎 綾也�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 448＋ 21：45．4 5．0�

22 ディーエスコマンド 牡4鹿 57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 480＋ 81：46．78 3．0�
812 レッドアライヴ 牡3鹿 54 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458－ 21：46．91� 5．8�
711 ハナズリベンジ 牝3黒鹿52 丸田 恭介M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 480＋ 41：47．43 8．9�
68 ミッキーボクサー 牡3黒鹿54 秋山真一郎三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 426＋ 4 〃 クビ 34．9	
11 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 500－ 21：47．5クビ 26．4

44 アップアンカー 牡4栗 57 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 504－ 6 〃 アタマ 122．0�
813� ファイアキング 牡4鹿 57 津村 明秀栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 466－ 81：47．6� 256．2�
33 レッドエンブレム 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490＋ 21：47．7クビ 3．4
69 スカイグラフィティ 牝4芦 55

52 ▲井上 敏樹飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 486－ 4 〃 クビ 148．4�
710 ウインカレント 牡3鹿 54 黛 弘人�ウイン 高橋 祥泰 新冠 松浦牧場 486± 01：48．65 132．8�
57 デ コ イ 牡3鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：48．91	 31．7�
56 � レディメイアン 牝5鹿 55 菱田 裕二髙樽さゆり氏 本田 優 浦河 宮内牧場 452＋ 41：52．3大差 38．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，633，100円 複勝： 24，855，700円 枠連： 7，691，600円
馬連： 34，378，900円 馬単： 21，854，700円 ワイド： 17，913，000円
3連複： 45，870，700円 3連単： 78，288，700円 計： 250，486，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 130円 � 160円 枠 連（2－4） 850円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 320円 �� 540円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 7，190円

票 数

単勝票数 計 196331 的中 � 31079（3番人気）
複勝票数 計 248557 的中 � 40151（3番人気）� 54257（1番人気）� 36317（4番人気）
枠連票数 計 76916 的中 （2－4） 6963（3番人気）
馬連票数 計 343789 的中 �� 31433（3番人気）
馬単票数 計 218547 的中 �� 9938（5番人気）
ワイド票数 計 179130 的中 �� 14812（3番人気）�� 7666（7番人気）�� 17328（2番人気）
3連複票数 計 458707 的中 ��� 25840（3番人気）
3連単票数 計 782887 的中 ��� 7887（19番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．7―12．5―13．0―12．6―12．1―12．2―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．9―42．4―55．4―1：08．0―1：20．1―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
5－3（2，4）6，8－12，1（11，13）－9（7，10）
5－3－2，4－1（8，12）6（11，13）7（10，9）

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

勝馬の
紹 介

トップボンバー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．11．16 京都7着

2011．3．26生 牡3鹿 母 レッドプライム 母母 スプラッシュクイン 4戦2勝 賞金 12，300，000円
〔制裁〕 クレバーカイザー号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レディメイアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月20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。
（非抽選馬） 1頭 チャンピオンホーク号

20068 7月20日 晴 良 （26函館2）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000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

59 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 428－ 41：10．2 41．3�

47 マイネヴァリエンテ 牝3鹿 52 丹内 祐次 �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 454＋101：10．41� 5．0�

24 メイショウアサツユ 牝3鹿 52 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 484＋ 6 〃 ハナ 8．4�
48 � サンライズテナンゴ 牡4芦 57 荻野 琢真松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 ハナ 22．3�
35 グレイングロース 牡4鹿 57 藤田 伸二 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム B514－ 4 〃 クビ 3．3	
23 ユキノラムセス 牡7栗 57

54 ▲井上 敏樹井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 486－ 21：10．5� 33．9

713 コウヨウチャンス 牝4栗 55 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 444＋ 21：10．6クビ 19．7�
36 ヒシワイルド 牡5鹿 57 丸田 恭介阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 490－ 2 〃 クビ 21．3�
714 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 464－ 21：10．7� 4．0
611 カ メ ッ ト 牡3栗 54 田中 博康林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 456＋ 81：10．8� 47．5�
510 ファインスマッシュ 牝4鹿 55 津村 明秀�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 450± 01：11．01� 11．9�
815 キャメロンロード 牝4鹿 55 黛 弘人森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 454－ 2 〃 クビ 176．5�
12 アポロヌリー 	4芦 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 下河辺牧場 440－ 81：11．1
 97．7�
612 コ ス モ ド ガ 牡3栃栗54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 480± 01：11．63 162．3�
816 シシャモオージ 牡3黒鹿54 藤岡 康太大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 464－ 21：11．81� 16．5�

（15頭）
11 � ロクイチスマイル 牝5芦 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 496＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，374，700円 複勝： 32，886，500円 枠連： 11，466，100円
馬連： 39，308，500円 馬単： 23，347，000円 ワイド： 20，089，100円
3連複： 51，120，300円 3連単： 78，693，600円 計： 277，285，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，130円 複 勝 � 920円 � 190円 � 310円 枠 連（4－5） 1，590円

馬 連 �� 10，260円 馬 単 �� 23，560円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 5，860円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 33，690円 3 連 単 ��� 295，610円

票 数

単勝票数 差引計 203747（返還計 2126） 的中 � 3941（11番人気）
複勝票数 差引計 328865（返還計 3407） 的中 � 7614（11番人気）� 54036（2番人気）� 26880（4番人気）
枠連票数 差引計 114661（返還計 71） 的中 （4－5） 5584（6番人気）
馬連票数 差引計 393085（返還計 10758） 的中 �� 2969（36番人気）
馬単票数 差引計 233470（返還計 6421） 的中 �� 743（81番人気）
ワイド票数 差引計 200891（返還計 6129） 的中 �� 1723（32番人気）�� 865（54番人気）�� 4486（11番人気）
3連複票数 差引計 511203（返還計 26458） 的中 ��� 1138（110番人気）
3連単票数 差引計 786936（返還計 36587） 的中 ��� 193（832番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．0―46．7―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリエンタルダガー �
�
父 デュランダル �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2013．10．5 東京3着

2011．5．13生 牡3鹿 母 ピンクピンク 母母 ピンクシェイド 12戦2勝 賞金 18，050，000円
〔競走除外〕 ロクイチスマイル号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 クリノイザナミ号・シゲルウシュウ号・シャインシュラーク号・シュヴァルベ号・ニシノニカ号



20069 7月20日 晴 良 （26函館2）第6日 第9競走 ��
��1，800�

ほ く と

北 斗 特 別
発走14時15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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

814 ブレークビーツ �4鹿 57 秋山真一郎吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 452－ 41：49．5 18．1�
711 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 456－ 21：49．71	 6．8�
46 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± 0 〃 アタマ 4．4�
58 ア ル テ 牡3栗 54 村田 一誠 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 4 〃 アタマ 8．5�
610
 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 488＋ 81：49．8� 13．6	
712 ドラゴンレジェンド 牡4栗 57 三浦 皇成窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 482－ 81：50．0� 3．1

34 ジェイケイネオ 牡4青鹿57 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 484－ 6 〃 クビ 16．4�
69 マイネルナタリス 牡7黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 41：50．1クビ 20．1�
45 ウェーブゴールド 牡3黒鹿54 四位 洋文万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 18．3
22 ネルトスグアサ 牡4黒鹿57 古川 吉洋福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 452＋ 41：50．52� 158．4�
813 クリノダイコクテン 牡3栃栗54 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 474＋ 21：50．6� 18．8�
33 マーヴェリックス 牝4鹿 55 吉田 隼人市川 義美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 48．2�
11 ファイトバック 牡3黒鹿54 松岡 正海宮川 純造氏 武藤 善則 新冠 オリエント牧場 B462＋ 21：50．7クビ 55．5�
57 マイネルアルティマ 牡5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 478± 01：50．91� 19．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，166，600円 複勝： 39，686，700円 枠連： 17，827，600円
馬連： 52，981，300円 馬単： 30，216，200円 ワイド： 27，702，000円
3連複： 72，112，500円 3連単： 112，655，900円 計： 378，348，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 500円 � 200円 � 190円 枠 連（7－8） 1，120円

馬 連 �� 5，700円 馬 単 �� 13，110円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 1，850円 �� 610円

3 連 複 ��� 12，090円 3 連 単 ��� 85，160円

票 数

単勝票数 計 251666 的中 � 11079（7番人気）
複勝票数 計 396867 的中 � 16359（11番人気）� 58034（3番人気）� 60239（2番人気）
枠連票数 計 178276 的中 （7－8） 12328（5番人気）
馬連票数 計 529813 的中 �� 7199（26番人気）
馬単票数 計 302162 的中 �� 1728（53番人気）
ワイド票数 計 277020 的中 �� 3649（27番人気）�� 3739（24番人気）�� 12433（3番人気）
3連複票数 計 721125 的中 ��� 4472（40番人気）
3連単票数 計1126559 的中 ��� 959（299番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．2―12．6―12．5―12．6―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．6―49．2―1：01．7―1：14．3―1：26．2―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレークビーツ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．9 阪神4着

2010．4．22生 �4鹿 母 ラバンディエーラ 母母 ナショナルフラッグ 11戦2勝 賞金 20，995，000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。
（非抽選馬） 1頭 クリノチョモランマ号

20070 7月20日 曇 良 （26函館2）第6日 第10競走
函館の名優

��
��1，700�エリモハリアーカップ

発走14時50分 （ダート・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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

57 マイネルバウンス 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 490＋ 21：45．0 7．9�

33 コスモシャンハイ 牡5鹿 57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 B504＋161：45．1� 56．0�
68 ケイティーズハート 牝5鹿 55 池添 謙一 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 484± 01：45．31	 8．7�
813 オペラハット 牡3鹿 54 藤田 伸二小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 446± 01：45．4
 8．0�
45 ハードロッカー �5黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 442＋ 8 〃 クビ 12．4	
69 タ プ ロ ー ム 牝4鹿 55 柴山 雄一清水 敏氏 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 508－ 21：45．5クビ 26．2

56 シグナルプロシード 牡4鹿 57 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 524－ 2 〃 アタマ 3．6�
44 スターライラック 牝5鹿 55 吉田 隼人庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 460± 01：45．6� 19．6�
711 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 510－ 21：45．81	 6．3
11 ダイリュウキセキ 牝3黒鹿52 小林 徹弥大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 452＋ 21：46．01 4．6�
812 ゴールデンクラウン �5青鹿57 荻野 琢真吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 500± 01：46．42
 40．0�
710 ロゼッタストーン 牡5鹿 57 中谷 雄太太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 468－ 61：47．89 122．2�
22 オートロンシャン 牝3黒鹿52 藤岡 康太大戸 志浦氏 松永 昌博 様似 中村 俊紀 476＋ 8 （競走中止） 53．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，723，100円 複勝： 48，441，100円 枠連： 17，150，700円
馬連： 72，017，200円 馬単： 41，397，300円 ワイド： 33，183，300円
3連複： 96，055，200円 3連単： 145，025，800円 計： 482，993，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 300円 � 1，430円 � 490円 枠 連（3－5） 7，740円

馬 連 �� 14，710円 馬 単 �� 26，850円

ワ イ ド �� 4，200円 �� 1，520円 �� 8，030円

3 連 複 ��� 71，390円 3 連 単 ��� 349，310円

票 数

単勝票数 計 297231 的中 � 29808（4番人気）
複勝票数 計 484411 的中 � 48346（4番人気）� 7937（11番人気）� 25927（7番人気）
枠連票数 計 171507 的中 （3－5） 1716（19番人気）
馬連票数 計 720172 的中 �� 3793（41番人気）
馬単票数 計 413973 的中 �� 1156（78番人気）
ワイド票数 計 331833 的中 �� 2022（44番人気）�� 5767（18番人気）�� 1049（55番人気）
3連複票数 計 960552 的中 ��� 1009（151番人気）
3連単票数 計1450258 的中 ��� 301（790番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．9―12．4―12．2―12．3―12．6―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．7―42．1―54．3―1：06．6―1：19．2―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルバウンス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リ ズ ム デビュー 2011．8．13 札幌2着

2009．4．24生 牡5栗 母 ハッピーリズム 母母 ア ミ ダ ス 15戦3勝 賞金 42，077，000円
〔競走中止〕 オートロンシャン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



20071 7月20日 曇 良 （26函館2）第6日 第11競走
JRA60周年記念 サマー2000シリーズ

��
��2，000�第50回農林水産省賞典 函館記念（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，25．7．13以降26．7．13まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・函館市長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

23 ラブイズブーシェ 牡5黒鹿56 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 460＋ 22：00．1 7．1�
59 ダークシャドウ 牡7栗 58 N．ローウィラー 飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 514－ 22：00．2� 13．7�

（豪）

12 ステラウインド 牡5黒鹿54 三浦 皇成前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 474＋122：00．41� 12．9�
11 アドマイヤフライト 牡5鹿 56 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 540＋ 6 〃 アタマ 21．3�
48 シゲルササグリ 牡5黒鹿54 四位 洋文森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 494－ 22：00．5クビ 30．6�
815 サクラアルディート 牡6鹿 56 菱田 裕二�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 488＋ 42：00．6� 75．6	
24 ナカヤマナイト 牡6栗 57．5 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 480－102：00．7� 28．7

35 サイモントルナーレ 牡8栗 52 吉田 隼人澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 458± 0 〃 ハナ 247．4�
612 トウカイパラダイス 牡7黒鹿56 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 522＋ 42：01．02 9．2�
713 グランデッツァ 牡5栗 57．5 秋山真一郎 社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 510＋ 4 〃 アタマ 3．6�
611 アスカクリチャン 牡7鹿 57．5 松岡 正海栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 496－ 22：01．1クビ 38．6�
816 アドマイヤタイシ 牡7黒鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 4 〃 クビ 7．9�
47 	 アンコイルド 牡5鹿 57 勝浦 正樹大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 490± 02：01．2� 9．5�
510 リルダヴァル 牡7栗 57 池添 謙一 サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504－ 62：01．41� 42．5�
36 ゼ ロ ス 牡5鹿 54 丸山 元気杉澤 光雄氏 石橋 守 日高 坂 牧場 498－ 4 〃 ハナ 24．8�
714 バウンスシャッセ 牝3鹿 51 北村 宏司 キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 524＋102：02．46 7．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 184，765，100円 複勝： 278，345，300円 枠連： 150，550，900円
馬連： 833，259，500円 馬単： 293，914，000円 ワイド： 277，388，100円
3連複： 1，173，525，900円 3連単： 1，872，120，400円 計： 5，063，869，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 270円 � 410円 � 420円 枠 連（2－5） 3，110円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 1，350円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 16，130円 3 連 単 ��� 85，710円

票 数

単勝票数 計1847651 的中 � 208089（2番人気）
複勝票数 計2783453 的中 � 295712（3番人気）� 171510（7番人気）� 165988（8番人気）
枠連票数 計1505509 的中 （2－5） 37484（18番人気）
馬連票数 計8332595 的中 �� 137229（21番人気）
馬単票数 計2939140 的中 �� 25197（38番人気）
ワイド票数 計2773881 的中 �� 41968（21番人気）�� 53593（14番人気）�� 26431（38番人気）
3連複票数 計11735259 的中 ��� 54544（55番人気）
3連単票数 計18721204 的中 ��� 15835（302番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―35．8―47．8―59．6―1：11．3―1：23．3―1：35．1―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．8
1
3
12（6，13）14（7，16）（4，8）（2，10）（3，9）（1，15）（5，11）
12，13（6，14）（16，8）（7，2，9）10（4，3）1（5，15）11

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

勝馬の
紹 介

ラブイズブーシェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．10．8 京都5着

2009．3．24生 牡5黒鹿 母 ロ ー リ エ 母母 ナカミシュンラン 23戦6勝 賞金 185，853，000円
〔制裁〕 アドマイヤタイシ号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番）

ダークシャドウ号の騎手N．ローウィラーは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 クリールカイザー号・サトノシュレン号・サンディエゴシチー号・セイルラージ号・ミッキーパンプキン号・

メイショウサミット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

20072 7月20日 曇 良 （26函館2）第6日 第12競走 ��
��1，200�

し お さ い

潮 騒 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．7．13以降26．7．13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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

612 ラヴェルソナタ �6鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B518－ 41：09．7 10．7�
611 レヴァンタール �5鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 442± 01：09．8� 38．1�
816 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 446－ 21：09．9	 24．0�
510 コナブリュワーズ 牝4黒鹿53 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 クビ 5．1�
713
 マスターエクレール 牝5黒鹿51 木幡 初広�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm B516＋ 81：10．0� 63．0�
59 シルバーレイショウ 牡5芦 54 三浦 皇成池谷 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 516± 0 〃 ハナ 14．8	
24 � シーギリヤガール 牝4栗 52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 460＋141：10．1� 36．7

815 クラウンルシフェル 牡3栗 53 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 496＋ 6 〃 アタマ 6．6�
47 � カディーシャ 牝5栗 53 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± 0 〃 ハナ 7．7
35 ベストブルーム 牡7鹿 53 吉田 隼人横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム B460± 01：10．2クビ 70．0�
714 ヤマニンボンプアン 牝6鹿 52 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 488－ 21：10．3� 26．4�
12 メイショウヒデタダ 牡5黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 470＋ 6 〃 クビ 10．7�
48 シャドウエミネンス 牡6栗 54 勝浦 正樹飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B464－ 41：10．4クビ 78．9�
23 イントゥザストーム 牝5鹿 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 416－ 2 〃 アタマ 22．6�
11 アポロアリーナ 牝5黒鹿52 丸山 元気アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 B488＋ 2 〃 クビ 20．4�
36 モーニングコール 牝4鹿 52 柴田 善臣飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 438＋ 21：10．5� 3．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，056，400円 複勝： 68，715，300円 枠連： 29，927，800円
馬連： 117，512，800円 馬単： 55，959，100円 ワイド： 55，043，400円
3連複： 162，708，500円 3連単： 251，076，000円 計： 783，999，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 370円 � 760円 � 780円 枠 連（6－6） 11，890円

馬 連 �� 11，410円 馬 単 �� 18，060円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 5，260円 �� 14，070円

3 連 複 ��� 127，510円 3 連 単 ��� 502，840円

票 数

単勝票数 計 430564 的中 � 32110（5番人気）
複勝票数 計 687153 的中 � 52419（6番人気）� 22875（11番人気）� 22222（12番人気）
枠連票数 計 299278 的中 （6－6） 1950（33番人気）
馬連票数 計1175128 的中 �� 7980（47番人気）
馬単票数 計 559591 的中 �� 2323（73番人気）
ワイド票数 計 550434 的中 �� 5080（34番人気）�� 2699（60番人気）�� 1000（102番人気）
3連複票数 計1627085 的中 ��� 957（322番人気）
3連単票数 計2510760 的中 ��� 362（1453番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．6―11．7―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．6―46．3―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴェルソナタ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．11．28 東京1着

2008．2．19生 �6鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 24戦4勝 賞金 60，528，000円
〔制裁〕 クラウンルシフェル号の騎手丸田恭介は，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：1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 パープルタイヨー号

３レース目



（26函館2）第6日 7月20日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

241，630，000円
6，540，000円
2，170，000円
21，950，000円
62，071，250円
4，666，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
434，408，800円
685，785，500円
289，430，800円
1，343，231，200円
596，170，700円
535，201，800円
1，859，774，300円
2，964，940，100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 8，708，943，200円

総入場人員 13，107名 （有料入場人員 11，417名）



平成26年度 第2回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 901頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，187，640，000円
4，160，000円
43，820，000円
8，570，000円
106，730，000円
327，250，250円
23，944，000円
8，649，600円

勝馬投票券売得金
1，852，102，000円
2，913，550，700円
964，449，200円
4，272，745，300円
2，409，679，300円
1，943，956，800円
5，718，518，300円
10，210，876，700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 30，285，878，300円

総入場延人員 41，330名 （有料入場延人員 35，779名）
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