
20013 7月10日 曇 良 （28函館2）第2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

89 エスケークラウン 牡2青 54 四位 洋文菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 492＋121：10．4 1．1�
11 マイネルトルペード 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 412＋ 61：10．72 15．8�

66 マイネルヘミニス 牡2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 61：10．91� 14．5�

55 サクセスムーン 牝2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 新ひだか 見上牧場 442＋ 61：11．0� 102．3�
77 ピーチメルバ 牝2鹿 54 吉田 隼人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 浦新 徳司 452－ 41：11．53 97．2�
22 アントレーン 牝2栗 54

52 △長岡 禎仁鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 418± 01：11．6	 6．9	
44 サツキチャン 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 山際牧場 408－ 41：11．92 19．8

33 ジャストヒーロー 牡2黒鹿 54

52 △井上 敏樹密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 458＋ 21：12．22 145．4�
88 キ ッ プ ヨ シ 牡2鹿 54 勝浦 正樹北所 直人氏 高木 登 新ひだか 坂本牧場 470± 0 （競走中止） 49．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 21，507，400円 複勝： 76，566，500円 枠連： 6，803，000円
馬連： 27，596，000円 馬単： 28，691，600円 ワイド： 18，215，400円
3連複： 37，653，600円 3連単： 111，577，100円 計： 328，610，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 160円 � 200円 枠 連（1－8） 500円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 210円 �� 280円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 2，790円

票 数

単勝票数 計 215074 的中 � 147251（1番人気）
複勝票数 計 765665 的中 � 644248（1番人気）� 25708（3番人気）� 16945（5番人気）
枠連票数 計 68030 的中 （1－8） 10339（2番人気）
馬連票数 計 275960 的中 �� 40145（2番人気）
馬単票数 計 286916 的中 �� 35703（2番人気）
ワイド票数 計 182154 的中 �� 24594（2番人気）�� 16937（3番人気）�� 7512（7番人気）
3連複票数 計 376536 的中 ��� 22642（5番人気）
3連単票数 計1115771 的中 ��� 28949（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―11．9―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．2―47．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスケークラウン 
�
父 リーチザクラウン 

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2016．6．26 函館2着

2014．4．28生 牡2青 母 ファイトソング 母母 ジグズアンドリールズ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 キップヨシ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 キップヨシ号は，発走直後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キップヨシ号は，平成28年7月11日から平成28年8月9日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。

20014 7月10日 曇 良 （28函館2）第2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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

68 トルシュローズ 牝3栗 54 太宰 啓介�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 454＋ 6 58．9 3．7�
79 フレッシュギャル 牝3鹿 54 三浦 皇成南波 壽氏 伊藤 圭三 新冠 武田 修一 B436－ 41：00．28 10．5�
67 グランジュテ 牝3栗 54

52 △城戸 義政�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 436＋ 4 〃 ハナ 7．9�
812 アンペラール 牡3芦 56 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 松平牧場 438＋ 81：00．3� 6．8�
44 フジワンエンジェル 牝3鹿 54 横山 和生�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 448＋ 41：00．51 3．7	
55 アカプルコノユウヒ 牝3黒鹿54 菱田 裕二嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 442＋ 81：00．6� 63．1

56 ゴセイバイシキモク 牡3芦 56

53 ▲原田 和真内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 478＋ 21：00．7� 137．9�
11 サンポーツマス 牡3鹿 56 松岡 正海加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 春木 昭雄 484＋141：01．01� 61．9�
811	 サーブルクーリール 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太吉田 和子氏 久保田貴士 米 Audley End 458＋ 4 〃 クビ 4．9
33 キャンベルアーリー 牝3青鹿54 勝浦 正樹 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B436－ 41：01．53 16．4�
710 イネディット 牝3栗 54

52 △井上 敏樹 �アドバンス・サッポロ 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 394＋10 〃 クビ 184．7�
22 クインズジュエリー 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 434＋ 61：01．6� 24．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，799，700円 複勝： 23，244，100円 枠連： 8，811，700円
馬連： 30，709，300円 馬単： 17，155，700円 ワイド： 18，683，000円
3連複： 42，342，800円 3連単： 59，985，900円 計： 219，732，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 320円 � 250円 枠 連（6－7） 1，470円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 670円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 31，330円

票 数

単勝票数 計 187997 的中 � 39747（2番人気）
複勝票数 計 232441 的中 � 52487（1番人気）� 15340（6番人気）� 21531（5番人気）
枠連票数 計 88117 的中 （6－7） 4639（5番人気）
馬連票数 計 307093 的中 �� 9911（11番人気）
馬単票数 計 171557 的中 �� 2649（24番人気）
ワイド票数 計 186830 的中 �� 4753（13番人気）�� 7365（8番人気）�� 3648（15番人気）
3連複票数 計 423428 的中 ��� 5806（19番人気）
3連単票数 計 599859 的中 ��� 1388（118番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．3―34．9―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トルシュローズ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2016．1．23 京都13着

2013．3．13生 牝3栗 母 ガリカローズ 母母 カイロローズ 6戦1勝 賞金 7，570，000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 エクラパール号・オルテジー号

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２日



20015 7月10日 曇 良 （28函館2）第2日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

47 サトノオニキス 牝3黒鹿 54
51 ▲坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 412± 02：02．0 3．4�

35 ア ル ビ オ ン 牝3芦 54 松岡 正海�野 智博氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 422－ 22：02．32 11．6�
48 スイートメモリーズ 牝3黒鹿54 吉田 隼人堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 三石ファーム 502＋ 62：02．4クビ 3．9�
816 ラブミーリル 牝3青鹿 54

52 △長岡 禎仁小林 祥晃氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 382＋ 4 〃 ハナ 25．2�
23 ポケットチャーリー 牝3栗 54 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 石橋 守 千歳 社台ファーム 430＋ 2 〃 クビ 5．9	
713 アドマイヤディーバ 牝3黒鹿54 三浦 皇成近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 418± 02：02．5クビ 22．2

59 クラシカルチュチュ 牝3青鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 6．9�
510 ジャスミンノカオリ 牝3鹿 54 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム 446－ 22：02．81� 9．0
36 ダーリンラブラ 牝3黒鹿54 菱田 裕二杉山 一穂氏 高橋 義忠 浦河 三嶋牧場 446－ 2 〃 ハナ 19．1�
11 オーゴンワンダー 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二永田さなえ氏 小野 次郎 新冠 中本牧場 414＋122：03．22� 177．6�
24 タイセイフラム 牝3鹿 54 川須 栄彦田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 B420± 02：03．62� 175．2�
611 ワンダーラスト 牝3鹿 54 丸山 元気下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 416－ 62：04．23� 101．0�
612 レッドイリス 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 新冠 タニグチ牧場 384＋ 42：05．47 160．7�
714 エアエマイユ 牝3栗 54 池添 謙一 �ラッキーフィールド池添 学 千歳 社台ファーム 392－ 62：05．61� 155．5�
12 アルファジェイド 牝3鹿 54 勝浦 正樹�貴悦 田村 康仁 新冠 アサヒ牧場 486＋ 42：06．45 82．5�
815 ハッピーチャンス 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452－ 8 （競走中止） 54．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，690，800円 複勝： 31，696，400円 枠連： 12，986，200円
馬連： 38，410，000円 馬単： 22，462，900円 ワイド： 27，385，400円
3連複： 57，990，400円 3連単： 76，180，100円 計： 289，802，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 250円 � 150円 枠 連（3－4） 830円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 740円 �� 290円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 15，210円

票 数

単勝票数 計 226908 的中 � 52572（1番人気）
複勝票数 計 316964 的中 � 59517（2番人気）� 26009（5番人気）� 61191（1番人気）
枠連票数 計 129862 的中 （3－4） 12115（4番人気）
馬連票数 計 384100 的中 �� 14165（6番人気）
馬単票数 計 224629 的中 �� 4685（11番人気）
ワイド票数 計 273854 的中 �� 8942（9番人気）�� 26729（1番人気）�� 8299（10番人気）
3連複票数 計 579904 的中 ��� 16069（4番人気）
3連単票数 計 761801 的中 ��� 3630（27番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．9―12．7―12．6―12．5―12．4―12．5―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―35．2―47．9―1：00．5―1：13．0―1：25．4―1：37．9―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
14，16（7，8）（1，2，11）（5，12）3（4，9）（6，13）10＝15・（14，16）8，7（5，3）（1，11，9）（13，2，4）10，6－12

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

勝馬の
紹 介

サトノオニキス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Generous デビュー 2016．4．2 阪神2着

2013．2．20生 牝3黒鹿 母 ミスティックリップス 母母 Majorata 6戦1勝 賞金 10，850，000円
〔競走中止〕 ハッピーチャンス号は，競走中に異常歩様となったため2コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ハッピーチャンス号は，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。

20016 7月10日 曇 良 （28函館2）第2日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

812 メイショウレンマ 牝3黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 460± 01：46．8 10．9�

33 アタックガール 牝3青鹿54 池添 謙一長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 418－ 4 〃 ハナ 6．5�
711 ロバストミノル 牡3栗 56 松岡 正海吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 492－ 41：47．11� 2．1�
11 ダンツペレット 牡3芦 56 菱田 裕二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 492－ 21：47．52� 5．6�
57 イエスアイゲット 牝3黒鹿54 横山 和生島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 422－ 41：48．24 25．1�
710 アッテンツィオーネ 牡3黒鹿56 丸山 元気森岡 幸人氏 矢野 英一 様似 髙村 伸一 464－ 4 〃 クビ 5．8	
22 ブラックスナイパー �3黒鹿56 吉田 隼人村山 卓也氏 岩戸 孝樹 平取 黒川 賢司 484＋ 41：48．94 256．9

813 ギフトアワード 牝3鹿 54

52 △城戸 義政飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 430＋14 〃 ハナ 199．0�
68 キンショードリーム 牡3鹿 56 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 厚真 阿部 栄乃進 492＋ 2 〃 クビ 34．2�
45 アシャカクール 牝3栗 54 古川 吉洋吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 414－ 21：49．0� 61．4
69 ア メ ン ボ 牡3青鹿 56

54 △長岡 禎仁井山 登氏 竹内 正洋 日高 法理牧場 B460－ 21：49．31� 12．2�
44 ウインミダス 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム B452－ 21：54．1大差 84．9�
56 リ ル ー ジ ュ 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星江口雄一郎氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 450＋ 2 （競走中止） 82．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，635，200円 複勝： 29，112，700円 枠連： 10，525，700円
馬連： 37，008，500円 馬単： 22，245，800円 ワイド： 25，005，700円
3連複： 52，662，400円 3連単： 80，810，600円 計： 281，006，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 270円 � 160円 � 130円 枠 連（3－8） 3，130円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 550円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 24，280円

票 数

単勝票数 計 236352 的中 � 17275（5番人気）
複勝票数 計 291127 的中 � 20427（5番人気）� 47799（2番人気）� 71181（1番人気）
枠連票数 計 105257 的中 （3－8） 2599（10番人気）
馬連票数 計 370085 的中 �� 7782（14番人気）
馬単票数 計 222458 的中 �� 2005（29番人気）
ワイド票数 計 250057 的中 �� 5512（15番人気）�� 11285（8番人気）�� 23395（2番人気）
3連複票数 計 526624 的中 ��� 15847（8番人気）
3連単票数 計 808106 的中 ��� 2413（78番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．2―12．9―12．9―12．3―12．4―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．4―43．3―56．2―1：08．5―1：20．9―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウレンマ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．4．10 阪神11着

2013．4．5生 牝3黒鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 5戦1勝 賞金 6，270，000円
〔競走中止〕 リルージュ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインミダス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月10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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アンテレクテュエル号・ウイントリオンフ号・ベストインザスカイ号・マコトシャムロック号



20017 7月10日 曇 良 （28函館2）第2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

88 タガノアシュラ 牡2黒鹿54 浜中 俊八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 502 ―1：49．9レコード 3．4�

77 サトノアリシア 牝2鹿 54 池添 謙一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 464 ―1：50．64 4．9�
11 マイネルパンドーロ 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 446 ―1：51．02� 23．8�
89 サテンドール 牝2鹿 54 藤岡 佑介三田 昌宏氏 浅見 秀一 洞�湖 レイクヴィラファーム 456 ―1：51．53 3．8�
55 マイネルスフェーン 牡2栗 54 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 422 ―1：51．6� 6．5�
44 イエローダイヤ 牡2栗 54 三浦 皇成 	ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 458 ― 〃 アタマ 8．2

22 ロ ザ ン ジ ェ 牡2青鹿 54

53 ☆加藤 祥太西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 452 ―1：51．7クビ 21．6�
66 アスカショウダイ 牡2栗 54 菱田 裕二上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 434 ―1：52．23 101．0�
33 ホウオウステップ 牡2栗 54 松岡 正海小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 448 ―1：52．73 15．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，619，700円 複勝： 22，661，500円 枠連： 8，063，300円
馬連： 31，864，800円 馬単： 21，627，500円 ワイド： 18，670，300円
3連複： 41，852，200円 3連単： 78，442，700円 計： 248，802，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 180円 � 530円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，740円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 20，890円

票 数

単勝票数 計 256197 的中 � 63896（1番人気）
複勝票数 計 226615 的中 � 57405（1番人気）� 33146（3番人気）� 7491（8番人気）
枠連票数 計 80633 的中 （7－8） 15047（1番人気）
馬連票数 計 318648 的中 �� 30803（2番人気）
馬単票数 計 216275 的中 �� 11696（3番人気）
ワイド票数 計 186703 的中 �� 16697（2番人気）�� 2547（24番人気）�� 2731（22番人気）
3連複票数 計 418522 的中 ��� 5234（22番人気）
3連単票数 計 784427 的中 ��� 2722（84番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．4―12．6―12．7―12．6―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．6―49．2―1：01．9―1：14．5―1：26．3―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．4
1
3
8，7（1，9）3，4（2，5）－6
8，7（1，9）3，4（2，5）－6

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

勝馬の
紹 介

タガノアシュラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 パラダイスクリーク 初出走

2014．3．17生 牡2黒鹿 母 レイサッシュ 母母 ゴールデンサッシュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 マイネルパンドーロ号は，発走地点への集合に遅れたため発走時刻3分遅延。

20018 7月10日 曇 良 （28函館2）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：06．5

良
良

23 カゼノシッポ 牝3栗 54 三浦 皇成�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 428－ 21：09．9 2．2�
815 ルピナスベル 牝3芦 54 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 スカイビーチステーブル 452± 01：10．21� 6．8�
712 ステイインハート 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 408＋ 61：10．3� 37．9�

46 アドマイヤヒナタ 牝3鹿 54 菱田 裕二近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 404＋ 21：10．4� 15．1�
35 ダートリーダー 牡3鹿 56

54 △城戸 義政岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 博志 448－ 2 〃 クビ 26．2�
47 マニワッショイ 牡3黒鹿56 四位 洋文今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 沼田 照秋 468± 01：10．5� 131．4	
814 ワタシニマカセテ 牝3鹿 54 木幡 初広髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 420± 01：10．6クビ 38．9

34 ノーアトゥーン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二山上 和良氏 福島 信晴 新冠 浜口牧場 488－ 2 〃 クビ 46．3�
59 スリーアリアン 牝3鹿 54 松岡 正海永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 B446－ 21：10．7クビ 87．1
713 ガ ロ ン ヌ 牡3鹿 56 水口 優也林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498－ 41：10．8� 7．6�
610 アポロノホウリン 牡3鹿 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 472± 0 〃 ハナ 51．0�
22 ハ ン ナ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹坂本 肇氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム 404＋ 6 〃 クビ 8．2�
58 マイネルゴール 牡3鹿 56 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 450－ 21：10．9クビ 138．5�
611 レパーズタウン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真岡田 壮史氏 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 4 〃 クビ 6．2�
11 キタノタイセツ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太福本 次雄氏 作田 誠二 日高 大西ステイブル 414＋ 21：11．53� 37．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，468，800円 複勝： 26，788，500円 枠連： 10，640，700円
馬連： 31，326，300円 馬単： 19，478，400円 ワイド： 21，660，900円
3連複： 48，592，600円 3連単： 62，758，300円 計： 241，714，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 200円 � 580円 枠 連（2－8） 430円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，770円 �� 4，830円

3 連 複 ��� 12，580円 3 連 単 ��� 38，070円

票 数

単勝票数 計 204688 的中 � 72121（1番人気）
複勝票数 計 267885 的中 � 92433（1番人気）� 29916（2番人気）� 7354（8番人気）
枠連票数 計 106407 的中 （2－8） 19049（1番人気）
馬連票数 計 313263 的中 �� 26989（3番人気）
馬単票数 計 194784 的中 �� 11066（3番人気）
ワイド票数 計 216609 的中 �� 14122（4番人気）�� 3019（19番人気）�� 1077（50番人気）
3連複票数 計 485926 的中 ��� 2896（40番人気）
3連単票数 計 627583 的中 ��� 1195（106番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―11．7―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．9―46．6―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 ・（3，5）（1，11，15）7（4，12）（2，13）（9，14）（6，10）－8 4 3，5（1，11，15）7（4，12）（13，14）2（6，9，10，8）

勝馬の
紹 介

カゼノシッポ �
�
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 2015．12．27 中山5着

2013．3．25生 牝3栗 母 クリムゾンフレア 母母 ビューティソング 7戦1勝 賞金 10，400，000円
※出走取消馬 ベルウッドレオーネ号（疾病〔右前挫跖〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 スリーサンレーザー号・タマムーンフェイス号・プラチナメモリー号・ライジョー号



20019 7月10日 曇 良 （28函館2）第2日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
57．7
56．9

重
重

55 � ノボリクリーン 牡4青鹿57 水口 優也原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 468＋ 2 58．9 2．6�
811 マダムアグライア 牝5鹿 55 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 484－ 4 59．32� 78．7�
812 パルパルパンダ 牝3黒鹿 52

49 ▲原田 和真内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 468＋ 6 〃 ハナ 2．6�
56 セイウンアワード 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 522＋ 4 59．72� 18．7�
79 ハードアスリート 牡4鹿 57 古川 吉洋齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 508＋ 8 59．8� 41．5�
33 ライディングハイ 牝3鹿 52

49 ▲坂井 瑠星�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 480± 0 59．9� 29．4	
710 ラッキーダン 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B466－ 21：00．0クビ 17．5

22 � エイシンキロオル 牡3青鹿54 田中 博康�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 444＋ 2 〃 クビ 27．7�
11 ビレッジエンパイア 牡3鹿 54 木幡 初広村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 B468－ 41：00．31� 32．8
67 バ ー ニ ー ズ 牡6栗 57

55 △長岡 禎仁村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 488＋ 61：00．4� 4．6�
44 スティルプリンス 牡3鹿 54

52 △井上 敏樹山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド B480＋ 2 〃 アタマ 37．7�
68 � スズカレビン 牡5鹿 57 小林 徹弥永井 啓弍氏 目野 哲也 洞	湖 レイクヴィラファーム 486± 0 〃 ハナ 143．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，574，000円 複勝： 19，441，000円 枠連： 8，527，800円
馬連： 33，940，700円 馬単： 22，071，400円 ワイド： 21，619，000円
3連複： 45，748，400円 3連単： 79，850，800円 計： 249，773，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 680円 � 140円 枠 連（5－8） 290円

馬 連 �� 6，590円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 190円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 30，840円

票 数

単勝票数 計 185740 的中 � 57073（1番人気）
複勝票数 計 194410 的中 � 63783（1番人気）� 3969（11番人気）� 36906（2番人気）
枠連票数 計 85278 的中 （5－8） 22761（1番人気）
馬連票数 計 339407 的中 �� 3990（18番人気）
馬単票数 計 220714 的中 �� 1702（26番人気）
ワイド票数 計 216190 的中 �� 2273（23番人気）�� 38797（1番人気）�� 1778（25番人気）
3連複票数 計 457484 的中 ��� 6591（14番人気）
3連単票数 計 798508 的中 ��� 1877（80番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―35．2―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ノボリクリーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス （4戦0勝 賞金 1，100，000円）

2012．5．21生 牡4青鹿 母 サンデーミッチー 母母 プレザントソーサリス 6戦1勝 賞金 13，150，000円
地方デビュー 2014．5．21 門別

20020 7月10日 曇 良 （28函館2）第2日 第8競走 ��2，000�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 7，500，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

55 ミッキーロケット 牡3鹿 54 池添 謙一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：00．8 1．9�
79 ロングスピーク 牡4鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 576＋ 42：01．12 3．3�
44 シャインブライト 牡3芦 54 吉田 隼人了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 476＋102：01．73� 9．2�
78 ウインレーベン 牡5青鹿 57

55 △井上 敏樹�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 460＋ 42：02．02 32．9�
11 バレエダンサー 牝3鹿 52 黛 弘人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 456＋ 82：02．1� 21．2	
66 マイネルプレッジ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 6 〃 クビ 8．6

22 フィエスタオーレ 牝3黒鹿 52

51 ☆加藤 祥太�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432－ 22：02．52� 18．3�

811� ライトパープル 牡5鹿 57 古川 吉洋�フォーレスト 伊藤 大士 新ひだか 嶋田牧場 B476－ 22：02．82 65．2�
810� ワイドヴィンチェレ 牡4黒鹿57 菱田 裕二幅田 昌伸氏 笹田 和秀 浦河 有限会社

吉田ファーム 418＋122：03．43� 225．1
33 ノーブルリーズン 牝4黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 438± 02：03．61� 24．8�
67 � ハギノフェリス 牝5鹿 55

53 △城戸 義政安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 416－ 62：03．92 151．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，866，400円 複勝： 37，715，100円 枠連： 8，278，300円
馬連： 38，049，600円 馬単： 26，565，800円 ワイド： 25，031，500円
3連複： 51，554，600円 3連単： 105，916，800円 計： 316，978，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（5－7） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 160円 �� 310円 �� 420円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，100円

票 数

単勝票数 計 238664 的中 � 100396（1番人気）
複勝票数 計 377151 的中 � 154752（1番人気）� 97456（2番人気）� 26828（4番人気）
枠連票数 計 82783 的中 （5－7） 23780（1番人気）
馬連票数 計 380496 的中 �� 106103（1番人気）
馬単票数 計 265658 的中 �� 49168（1番人気）
ワイド票数 計 250315 的中 �� 52315（1番人気）�� 18092（4番人気）�� 12469（5番人気）
3連複票数 計 515546 的中 ��� 48399（2番人気）
3連単票数 計1059168 的中 ��� 36563（2番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．4―12．5―12．7―12．4―12．4―11．7―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―36．0―48．5―1：01．2―1：13．6―1：26．0―1：37．7―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．8
1
3
9，7（8，3，5）（1，2）（4，11）（6，10）
9（8，3，7）（1，5）4，2，11，10，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーロケット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．12．12 阪神2着

2013．3．3生 牡3鹿 母 マネーキャントバイミーラヴ 母母 Sabreon 7戦2勝 賞金 28，844，000円
〔発走状況〕 ノーブルリーズン号は，枠内駐立不良〔突進〕。



20021 7月10日 曇 良 （28函館2）第2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 7，500，000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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

55 ジュアンマリエ 牝3栗 52
49 ▲原田 和真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 448＋ 41：45．8 19．2�
11 � パラティーノ 牡7黒鹿57 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 532＋ 21：46．75 14．1�
811 パパラヴズマンボ 牝4青鹿55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436± 0 〃 アタマ 5．0�
79 	 ベストドライヴ 牡3栗 54 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Dorsey Brown &

Richard Palmer 524＋ 81：46．91
 7．8�
44 ニシオボヌール �4黒鹿57 太宰 啓介西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 B480± 01：47．1� 2．7	
66 トゥールエッフェル 牝3芦 52 荻野 琢真 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 512－ 21：47．31 42．4

22 エルパンドール 牝3黒鹿 52

50 △城戸 義政難波 経雄氏 南井 克巳 新冠 ハシモトフアーム 478＋ 61：47．62 23．1�
67 スクリューネイバー 牡3芦 54

53 ☆加藤 祥太松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502＋101：47．92 32．7�
78 	 サリレモンド 牡5栗 57 三浦 皇成�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

522± 01：48．11 3．4
810 イワヌガハナ �4黒鹿57 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 476＋ 41：48．73 74．1�
33 サンアンダーソン 牡3栗 54 丹内 祐次加藤 信之氏 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 536＋ 21：51．1大差 30．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，118，700円 複勝： 29，788，300円 枠連： 11，832，400円
馬連： 48，417，200円 馬単： 28，614，400円 ワイド： 29，928，400円
3連複： 63，673，300円 3連単： 114，128，600円 計： 351，501，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 420円 � 320円 � 200円 枠 連（1－5） 8，050円

馬 連 �� 8，360円 馬 単 �� 17，750円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 1，110円 �� 860円

3 連 複 ��� 10，140円 3 連 単 ��� 86，010円

票 数

単勝票数 計 251187 的中 � 10442（6番人気）
複勝票数 計 297883 的中 � 16543（6番人気）� 22950（5番人気）� 45483（3番人気）
枠連票数 計 118324 的中 （1－5） 1139（20番人気）
馬連票数 計 484172 的中 �� 4484（24番人気）
馬単票数 計 286144 的中 �� 1209（51番人気）
ワイド票数 計 299284 的中 �� 3404（22番人気）�� 6962（12番人気）�� 9128（9番人気）
3連複票数 計 636733 的中 ��� 4706（32番人気）
3連単票数 計1141286 的中 ��� 962（247番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．7―12．1―12．5―12．7―13．1―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．4―41．5―54．0―1：06．7―1：19．8―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジュアンマリエ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．14 東京2着

2013．2．16生 牝3栗 母 マリアージュ 母母 アーミールージュ 13戦2勝 賞金 22，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンアンダーソン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月10日まで平地

競走に出走できない。

20022 7月10日 晴 良 （28函館2）第2日 第10競走 ��
��1，200�

た ち ま ち み さ き

立 待 岬 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：06．5

良
良

712 オートクレール 牝5栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 434＋ 41：09．7 13．8�
22 アズマクィーン 牝4鹿 55 浜中 俊東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 472－ 21：09．91 2．2�
69 ベルモントラハイナ 牝5鹿 55 川須 栄彦�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 472＋161：10．0� 13．2�
58 セレッソブランコ 牝4芦 55 加藤 祥太三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 470± 01：10．1� 5．1�
33 コスモマイルール 牝5栗 55 丸山 元気岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 450± 01：10．2	 20．5�
610
 クリノツネチャン 牝5栗 55 長岡 禎仁栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 454± 0 〃 アタマ 40．4	
45 ジンセイハオマツリ 牡6黒鹿57 坂井 瑠星小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 492－ 4 〃 クビ 54．1

813 レッドファーレン 牝4青鹿55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 446＋ 41：10．41	 31．9�
814
 シードパール 牝4鹿 55 嶋田 純次髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 440＋ 61：10．5クビ 91．2
57 カネトシボヌール 牡3鹿 54 池添 謙一兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 448＋ 4 〃 ハナ 6．4�
711 タイセイエクレール 牡3鹿 54 吉田 隼人田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 506＋ 8 〃 ハナ 13．2�
11 リミットブレイク �4鹿 57 勝浦 正樹 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：10．71� 11．4�
34 アイファーマシェリ 牝5黒鹿55 城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 458＋ 61：11．44 187．6�
46 トミケンフィアブル 牡6栗 57 荻野 琢真冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 高野牧場 478－ 6 （競走中止） 227．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，306，700円 複勝： 37，643，700円 枠連： 18，910，000円
馬連： 66，875，000円 馬単： 35，251，400円 ワイド： 38，278，900円
3連複： 92，984，800円 3連単： 143，040，400円 計： 464，290，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 310円 � 130円 � 290円 枠 連（2－7） 780円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，770円 �� 540円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 38，350円

票 数

単勝票数 計 313067 的中 � 18127（7番人気）
複勝票数 計 376437 的中 � 25412（7番人気）� 99759（1番人気）� 27360（6番人気）
枠連票数 計 189100 的中 （2－7） 18708（2番人気）
馬連票数 計 668750 的中 �� 30895（5番人気）
馬単票数 計 352514 的中 �� 5637（15番人気）
ワイド票数 計 382789 的中 �� 15671（6番人気）�� 5215（19番人気）�� 18958（4番人気）
3連複票数 計 929848 的中 ��� 14090（14番人気）
3連単票数 計1430404 的中 ��� 2704（119番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―11．9―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―46．3―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オートクレール �
�
父 デュランダル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．9．22 中山2着

2011．3．31生 牝5栗 母 ジョイアサーティン 母母 アサーテイン 31戦2勝 賞金 39，260，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 トミケンフィアブル号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



20023 7月10日 晴 良 （28函館2）第2日 第11競走 ��
��1，700�デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，27．7．11以降28．7．3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

デルマーサラブレッドクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

811 ショウナンアポロン 牡6鹿 56 松岡 正海国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B504＋ 81：43．5 5．3�
33 ヒラボクプリンス 牡6鹿 54 太宰 啓介�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 494－ 21：43．81� 10．7�
79 トミケンユークアイ 	7黒鹿53 三浦 皇成冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 484－ 2 〃 ハナ 23．6�
710 ウォータールルド 牡8黒鹿55 川須 栄彦山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 496－ 61：44．01
 52．7�
812 ナリタスーパーワン 牡7鹿 55 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：44．1
 6．0�
56 � イッシンドウタイ 牡7鹿 56．5 藤岡 佑介	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 518＋ 21：44．2� 6．1

67 バ ン ズ ー ム 牡5鹿 55 吉田 隼人諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476－ 21：44．62
 4．4�
68 イースターパレード 	7栗 55 菱田 裕二�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 504－ 21：44．7クビ 15．4�
44 ライズトゥフェイム 牡6鹿 56 浜中 俊 	シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 41：44．8
 13．6
11 ヴァンヌーヴォー 牡7鹿 55 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B500－ 2 〃 クビ 51．9�
22 クリノヒマラヤオー 牡6黒鹿53 古川 吉洋栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 488＋ 41：45．01� 16．7�
55 ソ ロ ル 牡6黒鹿57．5 勝浦 正樹 	サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム B502＋ 61：45．31� 7．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，871，300円 複勝： 65，018，600円 枠連： 42，030，000円
馬連： 177，678，800円 馬単： 75，895，900円 ワイド： 77，992，400円
3連複： 253，418，700円 3連単： 382，097，600円 計： 1，126，003，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 230円 � 360円 � 630円 枠 連（3－8） 1，740円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，170円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 24，780円 3 連 単 ��� 117，680円

票 数

単勝票数 計 518713 的中 � 78181（2番人気）
複勝票数 計 650186 的中 � 84628（4番人気）� 47091（7番人気）� 23855（10番人気）
枠連票数 計 420300 的中 （3－8） 18632（6番人気）
馬連票数 計1776788 的中 �� 40984（14番人気）
馬単票数 計 758959 的中 �� 9215（24番人気）
ワイド票数 計 779924 的中 �� 18007（15番人気）�� 9172（31番人気）�� 9623（28番人気）
3連複票数 計2534187 的中 ��� 7670（85番人気）
3連単票数 計3820976 的中 ��� 2354（412番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．6―12．2―12．5―12．3―12．4―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―29．1―41．3―53．8―1：06．1―1：18．5―1：30．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンアポロン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．7．1 福島9着

2010．4．26生 牡6鹿 母 メジロアルドラ 母母 メジロロベルタ 43戦6勝 賞金 154，977，000円

20024 7月10日 晴 良 （28函館2）第2日 第12競走 ��1，800�
じま

か も め 島 特 別
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

812 マキシマムドパリ 牝4芦 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 460＋ 41：47．4 1．7�
56 ハ ツ ガ ツ オ 牝5鹿 55 古川 吉洋江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 510－ 21：47．82� 12．6�
22 � ハ ナ フ ブ キ 牝5黒鹿55 加藤 祥太幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 416－ 41：47．9� 106．1�
711 パープルセイル 牝5黒鹿55 吉田 隼人吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462－ 61：48．0クビ 46．0�
710 エイシンノーティス 牝5鹿 55 田中 博康�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 464＋ 61：48．1� 42．0�
45 エテルナミノル 牝3黒鹿52 松岡 正海吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 2 〃 アタマ 7．2	
57 フライングレディ 牝3黒鹿52 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 420－ 41：48．41� 5．8

33 ヤマニンバステト 牝5鹿 55 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 458－ 2 〃 ハナ 13．1�
44 � カ ル シ ャ ン 牝4鹿 55 菱田 裕二門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 438－ 7 〃 アタマ 269．5�
68 パワーウーマン 牝4栗 55 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 510＋141：48．5� 9．7
813 ツクバアスナロ 牝5鹿 55 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 洞	湖 レイクヴィラファーム 464＋ 21：48．6� 166．3�
11 ベストセラーアスク 牝5鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 426± 01：48．92 58．7�
69 ヤマトダイアンサス 牝6栃栗55 井上 敏樹みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 500＋101：49．22 37．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，270，300円 複勝： 111，019，900円 枠連： 25，005，100円
馬連： 112，245，900円 馬単： 68，810，100円 ワイド： 66，195，000円
3連複： 151，439，300円 3連単： 300，240，100円 計： 892，225，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 1，440円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，550円 �� 6，760円

3 連 複 ��� 16，100円 3 連 単 ��� 41，100円

票 数

単勝票数 計 572703 的中 � 263122（1番人気）
複勝票数 計1110199 的中 � 608700（1番人気）� 84236（3番人気）� 7998（11番人気）
枠連票数 計 250051 的中 （5－8） 52707（1番人気）
馬連票数 計1122459 的中 �� 95748（5番人気）
馬単票数 計 688101 的中 �� 41981（5番人気）
ワイド票数 計 661950 的中 �� 52089（4番人気）�� 6259（22番人気）�� 2323（44番人気）
3連複票数 計1514393 的中 ��� 7054（45番人気）
3連単票数 計3002401 的中 ��� 5296（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―35．0―46．7―58．6―1：10．8―1：23．4―1：35．5

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

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

勝馬の
紹 介

マキシマムドパリ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．30 京都3着

2012．2．1生 牝4芦 母 マドモアゼルドパリ 母母 ア ド マ イ ス 14戦4勝 賞金 108，461，000円

３レース目



（28函館2）第2日 7月10日（日曜日） 曇後晴 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
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

192，450，000円
2，530，000円
8，280，000円
1，340，000円
19，700，000円
56，706，500円
3，822，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
340，729，000円
510，696，300円
172，414，200円
674，122，100円
388，870，900円
388，665，900円
939，913，100円
1，595，029，000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 5，010，440，500円

総入場人員 6，438名 （有料入場人員 5，631名）
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