
20049 7月25日 雨 重 （27函館2）第5日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：51．0
1：45．9

良
良

33 クロコスミア 牝2黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 西浦 勝一 浦河 小島牧場 406＋ 41：53．2 11．9�
69 アドルナメンテ 牝2鹿 54 岩田 康誠安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454－ 21：53．41� 2．9�
11 ピュアブリリアン 牝2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 438－ 8 〃 ハナ 3．7�
710 ガ ン コ 牡2青鹿54 菱田 裕二杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 482－ 41：53．61� 6．5�
68 キングドラゴン 牡2鹿 54 柴山 雄一窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 492－ 41：54．34 8．3�
813 マイネルゴール 牡2鹿 54 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 嶋田牧場 438＋ 21：54．62 17．6

22 グラーティア 牝2栗 54 黛 弘人岡田 繁幸氏 奥平 雅士 浦河 中脇 満 426－ 4 〃 クビ 71．5�
711 クリノリトミシュル 牝2鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 宝寄山 忠則 456－ 21：54．7クビ 201．5�
44 ローマンカモミール 牝2黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 春雄 430－ 4 〃 ハナ 240．1
45 ガオガイリュイ 牡2栗 54 三浦 皇成スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 つつみ牧場 478± 01：55．65 7．8�
57 ヒ ッ ト マ ン 牡2栗 54 松田 大作	Basic 土田 稔 新冠 佐藤牧場 456＋ 2 〃 クビ 209．8�
56 サ ノ ル ア 牝2黒鹿54 村田 一誠ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 432－10 〃 クビ 247．8�
812 レディーカガ 牝2鹿 54 長岡 禎仁香川 憲次氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 490－ 41：55．91� 88．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，831，700円 複勝： 27，858，200円 枠連： 7，149，500円
馬連： 35，728，600円 馬単： 23，266，000円 ワイド： 20，460，600円
3連複： 49，043，600円 3連単： 77，118，700円 計： 260，456，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 240円 � 120円 � 140円 枠 連（3－6） 1，130円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 510円 �� 540円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 13，410円

票 数

単勝票数 計 198317 的中 � 14141（6番人気）
複勝票数 計 278582 的中 � 22055（6番人気）� 70880（1番人気）� 52880（2番人気）
枠連票数 計 71495 的中 （3－6） 4861（5番人気）
馬連票数 計 357286 的中 �� 16265（8番人気）
馬単票数 計 232660 的中 �� 4132（20番人気）
ワイド票数 計 204606 的中 �� 9853（6番人気）�� 9102（8番人気）�� 19527（1番人気）
3連複票数 計 490436 的中 ��� 25960（3番人気）
3連単票数 計 771187 的中 ��� 4167（47番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．7―13．9―13．0―12．7―12．5―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．0―50．9―1：03．9―1：16．6―1：29．1―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．6
1
3
13，7（9，12）（6，8，10）5（2，3）－4，11＝1
13（7，9）（2，8，12）（3，5）（4，10）11，1＝6

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

勝馬の
紹 介

クロコスミア �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2015．6．27 函館5着

2013．5．17生 牝2黒鹿 母 デヴェロッペ 母母 ショウエイミズキ 3戦1勝 賞金 7，000，000円

20050 7月25日 小雨 不良 （27函館2）第5日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時25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

22 ガ ロ フ ァ ノ 牝3栗 54 吉田 隼人前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454± 01：45．5 7．6�

57 マラカイトスター 牝3栗 54 藤岡 康太本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B464－ 41：45．6� 4．9�
33 マルトクビクトリー 牝3鹿 54 岩田 康誠高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 450－ 21：45．7� 8．1�
68 テ ッ プ シ ー 牝3芦 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 452＋ 21：46．55 3．3�
812 パ ル テ ノ ン 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 434 ―1：46．6� 23．8�
11 トリアンドルス 牝3栗 54 丹内 祐次ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 462＋ 21：46．81� 19．7	
711 ジェンツィアーナ 牝3黒鹿54 松田 大作坂巻 勝彦氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 444＋ 81：46．9� 5．5

69 ダ リ グ ラ ム 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �社台レースホース栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 01：47．0� 24．5�
44 ノウゼンハレン 牝3鹿 54 田中 健�ターフ・スポート北出 成人 浦河 岡本牧場 432± 01：47．2� 17．3
45 ダイヤモンドバブル 牝3鹿 54 黛 弘人吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 468＋ 61：47．52 59．8�
56 ディナミック 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 B474＋ 2 〃 アタマ 23．2�
710 モズジャスティス 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 460－ 21：48．13� 188．9�
813 エンパイアライン 牝3黒鹿54 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 森 笹川大晃牧場 494＋ 41：48．63 16．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，906，300円 複勝： 26，429，000円 枠連： 7，174，700円
馬連： 30，502，700円 馬単： 19，897，800円 ワイド： 19，498，400円
3連複： 42，678，100円 3連単： 60，586，700円 計： 224，673，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 310円 � 180円 � 280円 枠 連（2－5） 2，110円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，120円 �� 780円

3 連 複 ��� 7，300円 3 連 単 ��� 41，320円

票 数

単勝票数 計 179063 的中 � 18637（4番人気）
複勝票数 計 264290 的中 � 19846（5番人気）� 44220（2番人気）� 22716（4番人気）
枠連票数 計 71747 的中 （2－5） 2625（9番人気）
馬連票数 計 305027 的中 �� 8319（10番人気）
馬単票数 計 198978 的中 �� 2670（19番人気）
ワイド票数 計 194984 的中 �� 4762（10番人気）�� 4425（11番人気）�� 6559（7番人気）
3連複票数 計 426781 的中 ��� 4380（23番人気）
3連単票数 計 605867 的中 ��� 1063（128番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．2―42．6―55．1―1：07．5―1：19．9―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガ ロ フ ァ ノ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Forty Niner デビュー 2014．12．7 中京5着

2012．2．18生 牝3栗 母 リ リ オ 母母 Gioconda 5戦1勝 賞金 5，800，000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） 2頭 フロリアード号・マンテンドリーム号

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

第２回 函館競馬 第５日



20051 7月25日 曇 不良 （27函館2）第5日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時55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
56．9

重
重

810 セイウンアワード 牡3鹿 56 岩田 康誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 510－ 8 58．9 2．4�
89 キャロライン 牡3栗 56 柴山 雄一北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 B488＋ 2 〃 クビ 11．9�
44 シャトルソニック 牡3鹿 56 吉田 隼人細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 476－ 2 59．0� 3．7�
33 メイショウアバラガ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 508－ 6 〃 アタマ 7．4�
66 ウェーブランチャン 牝3青鹿54 藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 474＋ 2 59．85 4．1�
55 ラインチャーミー 牝3栗 54 黛 弘人大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 村上 欽哉 458＋ 4 59．9クビ 129．4�
11 ナ ミ カ ゼ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹松岡 孝一氏 加藤 和宏 新冠 芳住 鉄兵 408－ 6 〃 クビ 102．5	
22 プレイアンドラスト 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政
髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454± 01：00．11� 31．5�
77 デルマヨタロウ 牡3栗 56 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 480± 01：00．2クビ 43．0�
78 アグネスエピソード 牝3黒鹿54 勝浦 正樹渡辺公美子氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B462－ 61：00．3� 24．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，204，400円 複勝： 24，715，500円 枠連： 6，525，400円
馬連： 27，561，900円 馬単： 19，891，300円 ワイド： 15，919，200円
3連複： 35，857，700円 3連単： 71，533，500円 計： 220，208，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連（8－8） 1，060円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 420円 �� 180円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 6，470円

票 数

単勝票数 計 182044 的中 � 59190（1番人気）
複勝票数 計 247155 的中 � 106451（1番人気）� 18644（5番人気）� 50344（2番人気）
枠連票数 計 65254 的中 （8－8） 4751（6番人気）
馬連票数 計 275619 的中 �� 15504（5番人気）
馬単票数 計 198913 的中 �� 7637（7番人気）
ワイド票数 計 159192 的中 �� 8690（6番人気）�� 27361（1番人気）�� 5727（8番人気）
3連複票数 計 358577 的中 ��� 23585（3番人気）
3連単票数 計 715335 的中 ��� 8005（16番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．4―46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F36．0
3 ・（6，7，8）（4，10）（3，9）－（1，5）2 4 6（7，8）（4，10）（3，9）－（1，5）－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セイウンアワード �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ヴィクトリースピーチ デビュー 2014．8．2 新潟17着

2012．4．30生 牡3鹿 母 ハッスルメール 母母 レディフィールド 12戦1勝 賞金 11，350，000円
〔発走状況〕 ウェーブランチャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 シャトルソニック号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番）

20052 7月25日 曇 不良 （27函館2）第5日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時25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 ダンツホーネット 牡3芦 56 四位 洋文山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 462－ 41：46．1 6．9�
69 ワールドレジェンド 牡3栗 56 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 B468－ 2 〃 クビ 3．2�
11 ザッフィーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 81：46．2クビ 5．8�
710 エフティロビン 牡3鹿 56 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 434＋ 21：46．62� 48．5�
68 ディープブルー 牡3青鹿56 藤岡 康太深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 418＋ 2 〃 アタマ 7．7�
44 マイネルヴォーダン 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 B506＋ 61：46．91� 8．6	
45 ワークオブゴッド 牡3栗 56 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 480± 0 〃 クビ 16．3

57 マイグレートレルム 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 458－101：47．43 46．0�
813 クロスザボーダー 牡3栗 56 黛 弘人松田 整二氏 森田 直行 浦河 大北牧場 434－ 4 〃 クビ 72．6�
812 ミスズミラクル 牡3黒鹿56 松田 大作永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 466＋ 41：47．5� 8．2
56 ラインキュート 牝3栗 54 古川 吉洋大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム B430－ 21：47．71� 30．4�
33 マ ッ セ 牡3鹿 56 丸山 元気村上 卓史氏 戸田 博文 日高 白井牧場 486－ 41：47．8クビ 9．0�
22 バ イ カ 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹西森 鶴氏 高橋 義博 新ひだか ニシケンフアーム 520± 01：48．54 241．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，612，200円 複勝： 24，948，800円 枠連： 7，481，300円
馬連： 28，263，900円 馬単： 17，436，700円 ワイド： 17，928，100円
3連複： 38，946，000円 3連単： 57，146，500円 計： 208，763，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 130円 � 180円 枠 連（6－7） 790円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 470円 �� 810円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 14，030円

票 数

単勝票数 計 166122 的中 � 19195（3番人気）
複勝票数 計 249488 的中 � 27455（3番人気）� 58312（1番人気）� 33993（2番人気）
枠連票数 計 74813 的中 （6－7） 7291（4番人気）
馬連票数 計 282639 的中 �� 19025（3番人気）
馬単票数 計 174367 的中 �� 4889（8番人気）
ワイド票数 計 179281 的中 �� 9666（5番人気）�� 5258（8番人気）�� 14739（1番人気）
3連複票数 計 389460 的中 ��� 13875（2番人気）
3連単票数 計 571465 的中 ��� 2953（30番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．5―12．8―12．2―12．1―12．4―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．8―43．6―55．8―1：07．9―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4F50．3―3F38．2
1
3
・（8，9）（1，11）（4，5）12，10（7，13）3－（2，6）・（8，9）11（1，5）4（12，3）（10，13）7，6，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツホーネット �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2014．7．13 中京5着

2012．5．19生 牡3芦 母 ホワイトブレット 母母 ブルーマスカラ 13戦1勝 賞金 9，350，000円
〔制裁〕 ザッフィーロ号の騎手三浦皇成は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



20053 7月25日 曇 重 （27函館2）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時15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

12 ノミネーション 牡3黒鹿56 柴山 雄一石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 61：10．8 4．5�
48 クラウンシトラス 牝3栗 54 勝浦 正樹矢野 恭裕氏 菊川 正達 浦河 赤田牧場 B484＋ 2 〃 クビ 4．1�
35 レッドファーレン 牝3青鹿54 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 444＋ 41：10．9� 5．2�
59 シンボリシャガール 牡3鹿 56 丸山 元気シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 452＋ 41：11．11� 17．7�
11 マーシフルハート 牝3鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 386＋ 6 〃 クビ 10．2�
23 ハイオンザリスト 牡3鹿 56 横山 典弘田中 春美氏 新開 幸一 浦河 大成牧場 466－ 21：11．2� 18．2	
611 エーデルフラウ 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹 
キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 402± 01：11．3� 22．0�
510 エイプリルラヴ 牝3黒鹿54 吉田 隼人
ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 410± 0 〃 クビ 38．7�
714 ハコダテローズ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 418± 01：11．61	 6．7
612 クリノツーイーソー 牡3栗 56 藤岡 康太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 426－ 2 〃 ハナ 101．6�
713 ヤマイチサクラ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 猪野毛牧場 462＋ 4 〃 クビ 29．6�
815 マイネルカルド 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 41：11．81 11．8�
47 ワンダーグロワール 牡3鹿 56 田中 博康山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 482－ 4 〃 アタマ 49．9�
24 ドリームテーラー 牡3鹿 56 菱田 裕二中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 2 〃 ハナ 168．7�
36 フラワーフェスタ 牝3鹿 54 黛 弘人山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 414± 01：13．39 72．2�
816 ケンブリッジヒカリ 牝3鹿 54 杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 21：13．4� 233．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，148，800円 複勝： 29，038，000円 枠連： 11，179，900円
馬連： 36，396，500円 馬単： 19，793，200円 ワイド： 24，617，300円
3連複： 53，387，200円 3連単： 69，057，100円 計： 263，618，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 140円 � 160円 枠 連（1－4） 710円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 410円 �� 570円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 6，790円

票 数

単勝票数 計 201488 的中 � 35619（2番人気）
複勝票数 計 290380 的中 � 44160（3番人気）� 56050（1番人気）� 45135（2番人気）
枠連票数 計 111799 的中 （1－4） 12135（1番人気）
馬連票数 計 363965 的中 �� 32006（1番人気）
馬単票数 計 197932 的中 �� 8324（2番人気）
ワイド票数 計 246173 的中 �� 15409（2番人気）�� 10553（4番人気）�� 18427（1番人気）
3連複票数 計 533872 的中 ��� 24053（1番人気）
3連単票数 計 690571 的中 ��� 7363（1番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．4―11．7―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．5―46．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノミネーション �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2014．12．7 阪神2着

2012．4．21生 牡3黒鹿 母 バーンダンス 母母 ダークムーン 11戦1勝 賞金 14，890，000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 タカラフェニックス号

20054 7月25日 小雨 重 （27函館2）第5日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12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
1：57．8
1：56．1

良
良

714 トーカティヴ 牡3青鹿56 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 446＋ 22：04．3 4．5�

35 クリノイーソー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 466－ 2 〃 ハナ 25．0�
36 ダブルフラワー 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 476± 0 〃 ハナ 7．0�
23 トウカイエンプレス 牝3黒鹿54 丸田 恭介内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 440＋ 62：04．4� 35．9�
816 ガ ニ メ ー ド 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋102：05．03� 32．8�
612 ハギノパトリオット 牡3黒鹿56 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 458± 0 〃 アタマ 3．6	
713 マインリーバー 牡3青鹿56 藤岡 康太岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 480＋122：05．31� 38．4

510 インテグラル 牡3黒鹿56 田中 健�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 466－ 82：05．4� 39．2�
24 エアシーラン 牡3黒鹿56 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 476± 02：05．5クビ 20．9
11 ヴェールデローザ 牝3鹿 54 吉田 隼人原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 424± 0 〃 アタマ 21．4�
48 エッケザックス 牡3鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B452± 02：05．92� 3．7�
611 エイプリルキッス 牝3黒鹿54 丸山 元気�G1レーシング 梅田 智之 千歳 社台ファーム 426＋ 62：06．32� 280．8�
59 ダイゴサクラ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム B460－ 82：06．51� 12．8�
815 ニホンピロピース 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 448＋102：07．13� 134．1�
47 サンララミー 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹坂田 行夫氏 的場 均 浦河 今井 秀樹 402－ 22：08．710 225．7�
12 ゴーオンハート 牡3黒鹿56 菱田 裕二�宮内牧場 天間 昭一 日高 佐々木牧場 474＋ 62：09．23 103．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，434，400円 複勝： 31，013，800円 枠連： 7，991，400円
馬連： 29，657，500円 馬単： 16，927，400円 ワイド： 19，543，400円
3連複： 42，739，900円 3連単： 55，026，100円 計： 223，333，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 480円 � 240円 枠 連（3－7） 890円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 5，810円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 620円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 7，820円 3 連 単 ��� 36，800円

票 数

単勝票数 計 204344 的中 � 35710（3番人気）
複勝票数 計 310138 的中 � 60690（2番人気）� 13194（6番人気）� 33735（4番人気）
枠連票数 計 79914 的中 （3－7） 6921（4番人気）
馬連票数 計 296575 的中 �� 6321（9番人気）
馬単票数 計 169274 的中 �� 2183（16番人気）
ワイド票数 計 195434 的中 �� 4823（7番人気）�� 8447（5番人気）�� 2628（20番人気）
3連複票数 計 427399 的中 ��� 4095（21番人気）
3連単票数 計 550261 的中 ��� 1084（92番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．3―12．6―12．8―13．0―12．6―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．6―47．9―1：00．5―1：13．3―1：26．3―1：38．9―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3
9，15（1，8）（2，7）（4，6）11（3，14）（10，16）（5，12）13
9，15（8，6）（1，2）4（3，7）（11，14）（12，16）（10，5）13

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

勝馬の
紹 介

トーカティヴ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Diktat デビュー 2014．11．2 東京10着

2012．1．31生 牡3青鹿 母 トークショウ 母母 High Hawk 11戦1勝 賞金 11，540，000円
〔制裁〕 トウカイエンプレス号の騎手丸田恭介は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・4番・12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。
（非抽選馬） 1頭 サルガッソ号



20055 7月25日 小雨 重 （27函館2）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

11 セレッソブランコ 牝3芦 52
49 ▲加藤 祥太三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 464－ 21：10．5 5．5�

23 マイネシーア 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 2 〃 クビ 6．9�

35 ベルモントラハイナ 牝4鹿 55 横山 典弘�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム 454－ 61：10．6クビ 3．8�

48 � アルマダクロス 牡5栗 57 松田 大作栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 468± 01：10．81� 164．8�
24 クラウンノキミ 牡3黒鹿54 丸田 恭介�クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 494＋101：10．9クビ 19．7	
714� ムーンドロップ 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹�Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 452＋ 41：11．0� 106．3

59 ストロベリーズ 牝3青鹿52 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 442＋ 21：11．31� 9．7�
510 コスモイノセント 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 472＋ 21：11．51	 9．2�
12 ミンナノプリンセス 牝3黒鹿52 丸山 元気�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 452＋ 2 〃 アタマ 4．6
713 トーセンシルエット 牝4芦 55 菱田 裕二島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B466－ 41：11．71	 18．5�
36 エターナルスター 牝5栗 55 嶋田 純次下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 498＋141：11．8� 101．3�
611 ブリッツカイザー 
4栗 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 488－ 81：12．0� 96．4�
815 プライマリーコード 牝4芦 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 468－ 8 〃 クビ 17．0�
816 イ ス ル ギ 牝4黒鹿55 藤田 伸二山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 450＋ 8 〃 アタマ 46．3�
47 アイネクライネ 牝5芦 55 長岡 禎仁田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 有限会社

松田牧場 472＋ 81：12．1� 84．9�
612 イ シ ス 牝3青鹿52 吉田 隼人 M・

Kenichiホールディング� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B452＋ 61：12．41� 121．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，351，600円 複勝： 33，345，800円 枠連： 12，406，200円
馬連： 35，686，200円 馬単： 19，230，900円 ワイド： 22，168，200円
3連複： 48，377，600円 3連単： 65，455，300円 計： 259，021，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 190円 � 160円 枠 連（1－2） 810円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 580円 �� 480円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 11，680円

票 数

単勝票数 計 223516 的中 � 32098（3番人気）
複勝票数 計 333458 的中 � 44285（3番人気）� 41553（4番人気）� 61424（1番人気）
枠連票数 計 124062 的中 （1－2） 11729（3番人気）
馬連票数 計 356862 的中 �� 16962（5番人気）
馬単票数 計 192309 的中 �� 4772（8番人気）
ワイド票数 計 221682 的中 �� 9737（5番人気）�� 12074（1番人気）�� 10365（4番人気）
3連複票数 計 483776 的中 ��� 16181（1番人気）
3連単票数 計 654553 的中 ��� 4062（9番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．7―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレッソブランコ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 タマモクロス デビュー 2015．1．5 京都5着

2012．5．1生 牝3芦 母 グランバザール 母母 マルゼンカーニバル 8戦2勝 賞金 16，850，000円

20056 7月25日 曇 不良 （27函館2）第5日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

69 モルトベーネ 牡3栗 54 藤岡 康太三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 450－ 21：43．9 6．3�
57 シーリーヴェール 牡4青鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 482＋ 81：44．11� 3．4�
45 ワイルドコットン 牡4栗 57 勝浦 正樹池谷 誠一氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 486－ 81：44．52� 2．3�
44 メイショウナゴミ 牝3青鹿52 古川 吉洋松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 440－ 21：44．92� 10．0�
711 エンクエントロス 牡3鹿 54 丸山 元気スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 490＋ 21：45．11� 12．9	
813� ノ ブ ペ イ ジ 牡4鹿 57 藤田 伸二前田 亘輝氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 2 〃 ハナ 37．8

22 � スリーマキシマム 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 482－ 81：45．42 134．5�
11 アイファーマグオー 牡3栗 54 柴山 雄一中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 494± 01：45．72 78．2
56 ヤマイチレジェンド 牡3栗 54

51 ▲井上 敏樹坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 508－ 41：45．8� 55．0�
710 カフェライジング 牡3鹿 54 四位 洋文西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 502± 01：46．22 10．3�
33 キョウエイインドラ 牡3鹿 54

51 ▲加藤 祥太田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 468－101：46．73 39．9�
68 マイネルカペラ 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高野 友和 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：46．91� 104．2�
812� カワキタグロワール 牡4栗 57 黛 弘人川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 486－ 21：48．9大差 216．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，464，000円 複勝： 25，934，700円 枠連： 9，017，700円
馬連： 39，130，100円 馬単： 21，252，100円 ワイド： 21，056，900円
3連複： 48，206，800円 3連単： 83，603，500円 計： 271，665，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連（5－6） 1，000円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 320円 �� 280円 �� 170円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 4，930円

票 数

単勝票数 計 234640 的中 � 29757（3番人気）
複勝票数 計 259347 的中 � 36000（3番人気）� 56758（2番人気）� 72364（1番人気）
枠連票数 計 90177 的中 （5－6） 6946（5番人気）
馬連票数 計 391301 的中 �� 33615（3番人気）
馬単票数 計 212521 的中 �� 8013（6番人気）
ワイド票数 計 210569 的中 �� 14475（3番人気）�� 17790（2番人気）�� 38802（1番人気）
3連複票数 計 482068 的中 ��� 63332（1番人気）
3連単票数 計 836035 的中 ��� 12292（11番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．2―12．5―12．6―12．2―12．1―12．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―30．0―42．5―55．1―1：07．3―1：19．4―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モルトベーネ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．7．5 中京11着

2012．3．24生 牡3栗 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー 10戦2勝 賞金 19，450，000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 ナスノアオバ号



20057 7月25日 曇 重 （27函館2）第5日 第9競走 ��1，800�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

34 ノーブルリーズン 牝3黒鹿52 菱田 裕二 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：49．8 11．7�
11 トーセンカナロア 牡3鹿 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 468± 01：50．01� 7．4�
813 アドマイヤメテオ 牡4青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 クビ 3．6�
46 セルバンテス 牡4黒鹿 57

54 ▲加藤 祥太 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 434＋ 81：50．1� 49．3�
58 コーラルタワー 牡5黒鹿57 柴山 雄一田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 444＋ 21：50．31 21．5	
45 ムードスウィングス 牝4黒鹿55 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋121：50．72� 69．0

610 ア ル バ ー ト 牡4栗 57 丸山 元気林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 3．4�
22 デルマサリーチャン 牝4鹿 55 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 494－ 41：50．8� 68．1�
814 タルトオポム 牡4黒鹿57 吉田 隼人窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 アタマ 23．6
69 ドリームチェイサー 牡3栗 54 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：51．43� 9．7�
33 エイブルボス 牡3黒鹿54 三浦 皇成中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 460＋ 81：51．82� 9．9�
57 キングイマデショウ 牡3鹿 54 丸田 恭介首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 8 〃 クビ 14．9�
712 ビッグダージリン 牝5鹿 55 丹内 祐次関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 480－ 61：51．9� 171．9�
711 マルーンドロップ 牝4栗 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 61：52．0クビ 17．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，023，600円 複勝： 33，166，200円 枠連： 11，922，400円
馬連： 43，911，600円 馬単： 21，677，200円 ワイド： 24，424，400円
3連複： 57，342，800円 3連単： 80，019，400円 計： 296，487，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 320円 � 280円 � 180円 枠 連（1－3） 2，080円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 9，880円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，080円 �� 910円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 53，270円

票 数

単勝票数 計 240236 的中 � 16289（6番人気）
複勝票数 計 331662 的中 � 23986（6番人気）� 29355（4番人気）� 56198（2番人気）
枠連票数 計 119224 的中 （1－3） 4423（10番人気）
馬連票数 計 439116 的中 �� 8321（16番人気）
馬単票数 計 216772 的中 �� 1644（41番人気）
ワイド票数 計 244244 的中 �� 4922（14番人気）�� 5834（10番人気）�� 7018（9番人気）
3連複票数 計 573428 的中 ��� 5033（25番人気）
3連単票数 計 800194 的中 ��� 1089（172番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．2―47．4―59．9―1：12．5―1：25．1―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーブルリーズン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．12．7 阪神1着

2012．2．14生 牝3黒鹿 母 カメリアローズ 母母 カプリコーン 4戦2勝 賞金 14，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カウニスクッカ号・ジュンファイトクン号・リターンラルク号

20058 7月25日 曇 重 （27函館2）第5日 第10競走 ��
��2，600�

よ こ つ だ け

横 津 岳 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
2：38．7
2：37．3

良
良

813 リターントゥジェム 牡4黒鹿57 岩田 康誠西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 490± 02：44．8 3．8�
11 アグネスマクシム 牝3栗 52 丸田 恭介渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 444－ 42：44．9	 8．0�
33 ジューヴルエール 牡5黒鹿57 丸山 元気 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：45．11
 14．7�
711 キネオワールド 牡4黒鹿57 勝浦 正樹吉田 千津氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：45．2� 23．4�
45 プレイヤーハウス 牡3鹿 54 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 B454－ 42：45．52 11．6�
69 ペンタトニック 牡4栗 57 四位 洋文吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492－ 22：45．6	 3．6	
68 � ザトゥルーエアー 牡4鹿 57 藤岡 康太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 468＋12 〃 クビ 7．3�
56 ステラストリーム 牡4黒鹿57 長岡 禎仁 �キャロットファーム 竹内 正洋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 42：45．7クビ 143．7�
57 アクアマリンブレス 牡4黒鹿57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 クビ 10．8
22 � スリーヴェローチェ 牡6鹿 57 水口 優也永井商事
 石橋 守 新ひだか 武 牧場 470± 02：45．8クビ 30．3�
44 ニシノカブケ 牡3栗 54 柴山 雄一西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 486＋ 62：46．86 14．1�
710 ウイングジャパン 牡3栗 54 吉田 隼人池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 482－ 62：47．54 29．3�
812 リターンラルク 牡4鹿 57 黛 弘人山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B464－ 22：47．6	 45．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，825，500円 複勝： 41，785，800円 枠連： 16，224，100円
馬連： 61，736，200円 馬単： 33，536，100円 ワイド： 34，519，700円
3連複： 82，346，500円 3連単： 124，225，700円 計： 424，199，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 300円 � 380円 枠 連（1－8） 1，950円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，060円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 9，750円 3 連 単 ��� 42，560円

票 数

単勝票数 計 298255 的中 � 61243（2番人気）
複勝票数 計 417858 的中 � 69953（2番人気）� 34246（5番人気）� 25175（7番人気）
枠連票数 計 162241 的中 （1－8） 6429（9番人気）
馬連票数 計 617362 的中 �� 19274（8番人気）
馬単票数 計 335361 的中 �� 7531（8番人気）
ワイド票数 計 345197 的中 �� 10263（8番人気）�� 8444（11番人気）�� 5219（19番人気）
3連複票数 計 823465 的中 ��� 6332（34番人気）
3連単票数 計1242257 的中 ��� 2116（137番人気）

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

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�
13．0―25．3―38．4―51．4―1：03．7―1：16．5―1：29．8―1：42．9―1：55．4―2：07．9―2：20．2―2：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．4―3F36．9
1
�
・（7，10）4（3，13）（8，12）5，2（1，11）－6，9
7（10，4，11）（3，13）（8，5，12）（1，2，9）6

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

勝馬の
紹 介

リターントゥジェム �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2013．12．14 中山5着

2011．5．2生 牡4黒鹿 母 ティファニージェム 母母 ビューティフルジェム 16戦3勝 賞金 37，929，000円
〔制裁〕 アグネスマクシム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過怠金70，000円。（被害馬：9番・

5番）
※リターンラルク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



20059 7月25日 曇 重 （27函館2）第5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，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

北海道日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

12 オメガヴェンデッタ �4鹿 57 横山 典弘原 	子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 504－ 41：10．0 2．6�
611 エ ポ ワ ス �7鹿 57 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496＋101：10．1
 4．2�
35 アブマーシュ 牝6鹿 55 丸山 元気伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 488＋ 21：10．31� 30．9�
59 ユキノアイオロス �7鹿 57 藤岡 康太井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 470－101：10．51� 22．8�
11 シンデレラボーイ 牡5鹿 57 松田 大作田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 492－ 2 〃 クビ 13．1�
36 ラヴァーズポイント 牝5青鹿55 三浦 皇成三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 496－ 41：10．6クビ 14．5�
47 ブルーストーン 牝4黒鹿55 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 21：10．7
 10．1	
48 フクノドリーム 牝4栗 55 藤田 伸二福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 482± 01：10．8� 15．4

24 スリーカーニバル 牝5鹿 55 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 486± 01：10．9クビ 16．3�
612 ヤ マ ノ レ オ �5栗 57 菱田 裕二山泉千代子氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 488＋ 2 〃 アタマ 72．2
510 ヤマニンプチガトー 牝6栗 55 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 488－ 21：11．0
 98．2�
815 キョウエイバサラ 牡7芦 57 黛 弘人田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 506－161：11．31
 113．0�
714 リックムファサ 牡7鹿 57 丹内 祐次山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 478± 0 〃 クビ 122．9�
23 ストロングロビン 牡9鹿 57 丸田 恭介村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 486－141：11．4クビ 47．2�
816 ベストルーラー 牡4黒鹿57 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 504± 01：12．03
 8．3�
713 ワ ー ル ン ガ 牡5栗 57 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450± 0 〃 クビ 75．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，535，700円 複勝： 74，860，000円 枠連： 39，399，100円
馬連： 174，993，300円 馬単： 78，818，900円 ワイド： 82，138，300円
3連複： 252，544，700円 3連単： 375，082，700円 計： 1，130，372，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 150円 � 510円 枠 連（1－6） 590円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，690円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 17，330円

票 数

単勝票数 計 525357 的中 � 157162（1番人気）
複勝票数 計 748600 的中 � 162932（1番人気）� 147130（2番人気）� 25544（10番人気）
枠連票数 計 393991 的中 （1－6） 51545（1番人気）
馬連票数 計1749933 的中 �� 209842（1番人気）
馬単票数 計 788189 的中 �� 54641（1番人気）
ワイド票数 計 821383 的中 �� 83028（1番人気）�� 11461（21番人気）�� 10729（22番人気）
3連複票数 計2525447 的中 ��� 34908（13番人気）
3連単票数 計3750827 的中 ��� 15691（26番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―11．9―11．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―46．5―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．4
3 8，16（2，13）6（4，11）（5，7，15）（3，10）（1，9，12）－14 4 ・（8，16）13（2，6，11）（4，5，7）（3，10，15）（1，9，12）－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オメガヴェンデッタ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．11．9 京都4着

2011．1．27生 �4鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド 12戦5勝 賞金 84，454，000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 ファントムロード号

20060 7月25日 曇 不良 （27函館2）第5日 第12競走 ��
��1，700�

こ ま ば

駒 場 特 別
発走16時05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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

11 � キ ャ ン バ ス 	4栗 57 四位 洋文水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 466－ 21：43．8 2．6�
711 メイショウスミトモ 牡4鹿 57 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 466－ 41：43．9
 6．6�
33 ダテノハクトラ 牡4芦 57 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 486－ 61：44．0クビ 9．8�
69 タイセイラビッシュ 牡3鹿 54 勝浦 正樹田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：44．31
 36．6�
812 リアライズブラザー 牡5鹿 57 藤田 伸二工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 486± 01：44．4� 34．4�
813� ミキノハルモニー 牡4栃栗57 城戸 義政谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 456－ 21：44．5
 76．4�
22 ブレーヴマン 牡3鹿 54 藤岡 康太栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 B448＋ 21：44．6クビ 26．0	
68 シュガーヒル 牡6芦 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス
 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B498＋ 61：44．81� 12．2�
710� マヤノカデンツァ 牡6栗 57 柴山 雄一田所 英子氏 西村 真幸 新冠 村田牧場 B478－ 21：45．01� 28．3�
45 ノースヒーロー 牡3栗 54 吉田 隼人 スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 468＋ 8 〃 アタマ 27．3�
44 ベルフィオーレ 牝4黒鹿55 岩田 康誠 
ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 432± 0 〃 ハナ 3．1�
56 ニホンピロバロン 牡5栗 57 田中 博康小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 478－ 61：45．74 86．1�
57 ワイルドドラゴン 牡5鹿 57 丸田 恭介窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 520－ 8 〃 ハナ 32．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，485，700円 複勝： 49，735，200円 枠連： 19，136，300円
馬連： 90，931，800円 馬単： 47，390，500円 ワイド： 46，162，000円
3連複： 115，100，000円 3連単： 209，026，800円 計： 617，968，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 220円 � 230円 枠 連（1－7） 880円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 510円 �� 520円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 11，310円

票 数

単勝票数 計 404857 的中 � 122584（1番人気）
複勝票数 計 497352 的中 � 131511（1番人気）� 50519（3番人気）� 47457（4番人気）
枠連票数 計 191363 的中 （1－7） 16829（3番人気）
馬連票数 計 909318 的中 �� 51248（4番人気）
馬単票数 計 473905 的中 �� 19610（4番人気）
ワイド票数 計 461620 的中 �� 23795（3番人気）�� 23425（4番人気）�� 12567（8番人気）
3連複票数 計1151000 的中 ��� 25235（9番人気）
3連単票数 計2090268 的中 ��� 13391（22番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．1―12．4―12．5―12．3―12．3―12．1―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―30．0―42．4―54．9―1：07．2―1：19．5―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キ ャ ン バ ス �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 フォーティナイナー

2011．4．15生 	4栗 母 フォーティカラーズ 母母 ダンジグカラーズ 6戦3勝 賞金 30，294，000円
初出走 JRA



（27函館2）第5日 7月25日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 166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

179，220，000円
1，060，000円
6，860，000円
1，370，000円
16，150，000円
62，573，000円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
305，823，900円
422，831，000円
155，608，000円
634，500，300円
339，118，100円
348，436，500円
866，570，900円
1，327，882，000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 4，400，770，700円

総入場人員 3，316名 （有料入場人員 2，876名）
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