
20049 7月23日 曇 良 （28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
1：49．9
1：45．9

良
良

22 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± 01：50．4 1．2�
711 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± 01：50．5� 10．8�
45 マイネルスフェーン 牡2栗 54 三浦 皇成 �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 424＋ 21：50．82 26．9�
710 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 450－ 61：50．9� 17．2�
44 パ ー ピ ュ ア 牝2鹿 54 水口 優也�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 460－ 21：51．53� 30．2	
813 ブラックオニキス 牝2青鹿 54

52 △城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 404＋ 2 〃 ハナ 10．4

812 コスモスコーチ 牡2鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：51．71� 276．9�
33 ロ ザ ン ジ ェ 牡2青鹿54 岩田 康誠西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 456＋ 41：51．91� 22．5�
69 ア ナ ザ 牡2鹿 54 勝浦 正樹杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 片山牧場 460－ 8 〃 クビ 92．8
11 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 438＋ 41：52．0クビ 264．1�
56 アロマティカス 牡2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 436± 0 〃 アタマ 207．9�
57 マグニフィセント 牡2鹿 54 横山 和生長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 506－ 41：52．21� 146．2�
68 メモリートニック 牡2黒鹿54 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 434＋ 81：52．62� 27．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，837，100円 複勝： 84，740，100円 枠連： 9，393，800円
馬連： 31，601，700円 馬単： 25，718，800円 ワイド： 21，238，100円
3連複： 46，319，700円 3連単： 86，992，000円 計： 324，841，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 130円 � 250円 枠 連（2－7） 180円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 190円 �� 410円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 2，630円

票 数

単勝票数 計 188371 的中 � 120281（1番人気）
複勝票数 計 847401 的中 � 664109（1番人気）� 56274（2番人気）� 17174（5番人気）
枠連票数 計 93938 的中 （2－7） 38360（1番人気）
馬連票数 計 316017 的中 �� 68392（1番人気）
馬単票数 計 257188 的中 �� 40424（1番人気）
ワイド票数 計 212381 的中 �� 36180（1番人気）�� 12035（5番人気）�� 5419（10番人気）
3連複票数 計 463197 的中 ��� 25428（3番人気）
3連単票数 計 869920 的中 ��� 23943（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．5―12．8―12．3―12．2―12．3―12．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．8―49．6―1：01．9―1：14．1―1：26．4―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノアリシア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．10 函館2着

2014．4．8生 牝2鹿 母 ラ ル ー チ ェ 母母 アドマイヤセラヴィ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 サトノアリシア号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

20050 7月23日 曇 良 （28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 4，800，000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

811 エ ア シ ョ ウ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458＋ 21：47．6 5．2�

22 ゴールデンティアラ 牝3栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 21：47．92 1．9�
55 ダンスウィズミー 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星石川 達絵氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 402＋ 21：48．11 17．8�
44 ジャンボスピリット 牝3栗 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 450± 01：48．31 9．1�
810 ミスズマンボ 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 452－101：48．62 91．3�
33 ギフトアワード 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 426－ 41：48．7� 160．6�
11 アムールブラン 牝3芦 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 21：49．01� 41．2	
79 レーヌベルキス 牝3黒鹿54 三浦 皇成髙橋 貴士氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 492－ 51：49．63� 9．6

67 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± 01：49．92 7．2�
66 レッドカルディア 牝3鹿 54 K．ティータン �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 458－121：50．0クビ 11．1

（香港）

78 タイセイフラム 牝3鹿 54 菱田 裕二田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 B418－ 21：50．42� 93．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 17，727，300円 複勝： 27，620，700円 枠連： 7，068，900円
馬連： 28，681，200円 馬単： 18，551，500円 ワイド： 19，612，900円
3連複： 42，913，100円 3連単： 62，895，800円 計： 225，071，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 110円 � 240円 枠 連（2－8） 450円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 210円 �� 840円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計 177273 的中 � 27176（2番人気）
複勝票数 計 276207 的中 � 37014（2番人気）� 97496（1番人気）� 19379（6番人気）
枠連票数 計 70689 的中 （2－8） 11940（1番人気）
馬連票数 計 286812 的中 �� 44136（1番人気）
馬単票数 計 185515 的中 �� 10803（3番人気）
ワイド票数 計 196129 的中 �� 27845（1番人気）�� 5139（11番人気）�� 10319（5番人気）
3連複票数 計 429131 的中 ��� 20159（4番人気）
3連単票数 計 628958 的中 ��� 5920（15番人気）

ハロンタイム 7．4―11．1―12．2―12．7―12．7―12．2―13．1―13．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．4―18．5―30．7―43．4―56．1―1：08．3―1：21．4―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ア シ ョ ウ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Diktat デビュー 2015．12．6 阪神16着

2013．3．10生 牝3黒鹿 母 トークショウ 母母 High Hawk 8戦1勝 賞金 10，050，000円
〔制裁〕 エアショウ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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。

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23日 曇 良 （28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 4，800，000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

44 � アメリカントップ 牡3鹿 56 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-
stown Stud B518－ 2 58．8 2．5�

67 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 440＋ 2 59．54 11．2�

68 ショウサングランド 牡3鹿 56 浜中 俊鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 474± 0 59．92� 3．5�
811 フ ュ テ ー ル 牡3青鹿56 岩田 康誠落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 496－ 21：00．43 4．9�
812 ヤマチョウルンバ 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 492－ 21：00．5� 10．1�
79 クリノエディンバラ 牝3鹿 54 K．ティータン 栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 加野牧場 450－ 4 〃 クビ 101．7	

（香港）

22 サンポーツマス 牡3鹿 56
53 ▲原田 和真加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 春木 昭雄 482＋ 21：00．7	 59．0


55 ビュウイモン 牝3鹿 54 丸山 元気井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 430－ 4 〃 アタマ 9．1�
33 リョーシンヒナタ 牝3鹿 54 小林 徹弥梅木 真也氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 460－ 21：00．91
 103．2�
710 ブラウンヴィーヴォ 牡3鹿 56 三浦 皇成キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 金石牧場 B468＋ 21：01．32� 55．9
56 スプレンディード 牡3鹿 56

54 △城戸 義政 �グランデオーナーズ 高橋 康之 青森 谷川 博勝 474－ 21：01．4	 358．9�
11 � キャナルハート 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星�大樹ファーム 矢作 芳人 米 Mike
Abraham 466± 01：01．93 63．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，680，500円 複勝： 21，121，000円 枠連： 7，412，200円
馬連： 28，222，300円 馬単： 16，547，200円 ワイド： 18，142，800円
3連複： 37，940，000円 3連単： 56，176，100円 計： 203，242，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 200円 � 140円 枠 連（4－6） 370円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 470円 �� 190円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 7，630円

票 数

単勝票数 計 176805 的中 � 55926（1番人気）
複勝票数 計 211210 的中 � 50112（1番人気）� 21351（6番人気）� 40065（2番人気）
枠連票数 計 74122 的中 （4－6） 15302（1番人気）
馬連票数 計 282223 的中 �� 15479（6番人気）
馬単票数 計 165472 的中 �� 5815（7番人気）
ワイド票数 計 181428 的中 �� 8720（5番人気）�� 30393（1番人気）�� 6635（12番人気）
3連複票数 計 379400 的中 ��� 21682（3番人気）
3連単票数 計 561761 的中 ��� 5334（16番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―34．9―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アメリカントップ �
�
父 Bernardini �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2015．11．14 東京4着

2013．2．26生 牡3鹿 母 Parisian Affair 母母 Star of Paris 8戦1勝 賞金 13，700，000円
※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。

20052 7月23日 曇 良 （28函館2）第5日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時25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

612 シェヴェルニー 牝3黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 418＋ 21：09．4 12．5�
48 ソニックタイガー 牡3黒鹿56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 460＋10 〃 アタマ 18．9�
816� カムホームラッシー 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 John
O’Connor 456± 01：09．5クビ 4．8�

714 シロインジャー 牝3白 54 K．ティータン �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 534＋ 4 〃 クビ 37．0�
（香港）

24 ゴールデンバイオ 牡3芦 56 勝浦 正樹バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 452－ 41：09．6クビ 25．2	
36 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 454＋ 6 〃 ハナ 22．2

23 コイスルキセキ 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：09．7� 10．4�
47 ディヴェルシオーネ 牝3栗 54 吉田 隼人佐々木雄二氏 中川 公成 浦河 村中牧場 486＋121：09．8� 41．2�
12 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 414＋ 6 〃 アタマ 26．9

11 ドンボラーレ 牡3栗 56 岩田 康誠山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋ 2 〃 クビ 2．3�
59 サワヤカミスター 牡3栗 56 竹之下智昭永井 秀貴氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 460± 0 〃 ハナ 8．4�
713 ヴェロレジーナ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 450－ 41：09．9� 381．4�

35 マ グ レ ブ 	3鹿 56 黛 弘人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 土田 稔 新ひだか 岡田スタツド 456－121：10．11
 69．6�

611 ルミナスエレメント 	3鹿 56
55 ☆加藤 祥太 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B480－ 81：10．42 104．2�

815 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± 01：10．5� 14．4�
510 リリーウェントス 牝3芦 54 丹内 祐次�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 434＋ 61：11．14 260．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，738，500円 複勝： 28，716，300円 枠連： 9，940，400円
馬連： 29，282，700円 馬単： 16，378，500円 ワイド： 22，084，800円
3連複： 47，440，800円 3連単： 56，806，700円 計： 229，388，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 270円 � 430円 � 230円 枠 連（4－6） 6，730円

馬 連 �� 8，470円 馬 単 �� 18，810円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 750円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 14，580円 3 連 単 ��� 94，020円

票 数

単勝票数 計 187385 的中 � 11926（5番人気）
複勝票数 計 287163 的中 � 28477（4番人気）� 15385（7番人気）� 36350（2番人気）
枠連票数 計 99404 的中 （4－6） 1143（20番人気）
馬連票数 計 292827 的中 �� 2679（30番人気）
馬単票数 計 163785 的中 �� 653（70番人気）
ワイド票数 計 220848 的中 �� 2488（29番人気）�� 7945（5番人気）�� 3104（20番人気）
3連複票数 計 474408 的中 ��� 2439（46番人気）
3連単票数 計 568067 的中 ��� 438（303番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―11．6―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．7―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シェヴェルニー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．7．25 福島3着

2013．4．30生 牝3黒鹿 母 テイクマイアイズ 母母 フ ァ ス タ 14戦1勝 賞金 13，200，000円
〔発走状況〕 アドマイヤヒナタ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ティノ号・メイケイオリオン号・ワンダーエクラタン号
※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。



20053 7月23日 曇 良 （28函館2）第5日 第5競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時15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

44 マコトシャムロック 牡3青鹿56 岩田 康誠�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 494－ 21：48．3 2．1�
710 デ ス マ ッ チ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政泉 一郎氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 468－ 4 〃 クビ 23．4�
11 グットドディユ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 藤原牧場 470± 01：48．93� 4．6�
33 タガノジャパン 牡3青鹿56 菱田 裕二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 442＋ 21：49．0� 45．6�
811 ワイズセレクション 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星山田 弘氏 宮 徹 日高 シンボリ牧場 462＋ 21：49．21� 5．1�
67 メメニシコリ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 462＋ 61：49．3� 26．7	
812 トータルビクトリー 牡3鹿 56 勝浦 正樹�明栄商事 小野 次郎 平取 稲原牧場 482－ 21：49．4� 37．0

79 キッズガチマヤー 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム B518－ 61：49．93 145．9�
68 ア ウ ズ 牡3栗 56 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 444＋ 21：50．0� 10．1
56 メイケイオリオン 牡3青鹿56 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B448＋ 2 〃 ハナ 29．1�
22 シャインスプライト 牡3鹿 56 黛 弘人布施 光章氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 528＋181：51．8大差 29．1�
55 ボーギャルソン 牡3栗 56 藤岡 佑介栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 484＋ 61：52．75 15．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，022，200円 複勝： 23，147，600円 枠連： 8，351，100円
馬連： 29，411，900円 馬単： 18，542，500円 ワイド： 20，294，400円
3連複： 42，791，900円 3連単： 66，660，100円 計： 228，221，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 520円 � 130円 枠 連（4－7） 2，400円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 210円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 23，240円

票 数

単勝票数 計 190222 的中 � 72226（1番人気）
複勝票数 計 231476 的中 � 66355（1番人気）� 6403（10番人気）� 50670（2番人気）
枠連票数 計 83511 的中 （4－7） 2686（9番人気）
馬連票数 計 294119 的中 �� 6549（12番人気）
馬単票数 計 185425 的中 �� 2781（17番人気）
ワイド票数 計 202944 的中 �� 4019（13番人気）�� 30414（1番人気）�� 2170（27番人気）
3連複票数 計 427919 的中 ��� 6718（17番人気）
3連単票数 計 666601 的中 ��� 2079（74番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．7―43．6―56．4―1：09．2―1：22．1―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マコトシャムロック �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．16 札幌5着

2013．4．9生 牡3青鹿 母 マコトマンリョウ 母母 マイサクセション 8戦1勝 賞金 9，380，000円
〔その他〕 シャインスプライト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シャインスプライト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年8月23日まで出走できない。
※メイケイオリオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20054 7月23日 曇 良 （28函館2）第5日 第6競走 ��1，800�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 4，800，000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
1：46．0
1：43．9

良
良

710 ダ イ フ ク 牡3黒鹿56 吉田 隼人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 470＋ 21：49．4 3．0�
811 デ ィ ク タ ム 牡3鹿 56 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 6．0�
55 アスターサムソン �3鹿 56 池添 謙一加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 21：49．5� 3．0�
68 バイキングスター 牡3黒鹿56 北村 友一古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 442＋ 21：49．71� 11．5�
11 ウ ル ド 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 398＋ 21：49．9� 12．8�
56 サンゴーハム �3黒鹿 56

54 △城戸 義政加藤 信之氏 菊川 正達 新ひだか シンボリ牧場 454± 0 〃 ハナ 127．6�
22 モ ン ト 牡3鹿 56 四位 洋文平山 靖氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 498＋ 6 〃 ハナ 15．5	
67 イルミナーレ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真
広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 444－ 2 〃 ハナ 15．2�
33 ダークフォース 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 ハナ 28．4�
812 デルマアツヒメ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 398－ 61：50．64 379．0
79 テーオーバーキン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 444± 01：51．02� 101．4�
44 クレーデリンテ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 468± 01：51．32 13．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，908，800円 複勝： 22，740，800円 枠連： 7，624，900円
馬連： 28，373，300円 馬単： 15，563，400円 ワイド： 17，170，800円
3連複： 39，973，900円 3連単： 55，957，800円 計： 205，313，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 140円 枠 連（7－8） 740円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 300円 �� 220円 �� 400円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 179088 的中 � 47180（1番人気）
複勝票数 計 227408 的中 � 48994（1番人気）� 39391（3番人気）� 40368（2番人気）
枠連票数 計 76249 的中 （7－8） 7884（3番人気）
馬連票数 計 283733 的中 �� 27581（2番人気）
馬単票数 計 155634 的中 �� 8947（2番人気）
ワイド票数 計 171708 的中 �� 14354（2番人気）�� 21694（1番人気）�� 9904（3番人気）
3連複票数 計 399739 的中 ��� 31251（1番人気）
3連単票数 計 559578 的中 ��� 9929（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．2―48．7―1：01．2―1：13．2―1：25．2―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ダ イ フ ク �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Action This Day デビュー 2015．7．26 福島5着

2013．4．9生 牡3黒鹿 母 ティアランドール 母母 Summertime Val 11戦1勝 賞金 11，775，000円



20055 7月23日 曇 良 （28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
1：07．8
1：06．5

良
良

11 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 470－ 21：08．5 3．6�
35 ジェットコルサ 牡4青 57 岩田 康誠尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 474＋ 21：08．71� 5．4�
510 ジンセイハオマツリ 牡6黒鹿57 北村 友一小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 492± 01：08．8	 79．0�
36 ダイメイプリンセス 牝3黒鹿52 黛 弘人宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 500－ 8 〃 クビ 4．2�
59 
 アーチキング 牡3鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 520－ 41：08．9� 15．1�
12 
 エクシードリミッツ 牝4栗 55 三浦 皇成吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney

Foods Ltd 472± 01：09．0クビ 12．4	
24 バ オ バ ブ 牝3芦 52 丸山 元気 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 446＋ 6 〃 クビ 27．9

23 カゼノシッポ 牝3栗 52

49 ▲坂井 瑠星�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 428± 0 〃 アタマ 8．0�
612 タカミツスズラン 牝5鹿 55 勝浦 正樹タカミツ� 高橋 裕 日高 新井 弘幸 476＋ 4 〃 アタマ 13．4
714 イ ス ル ギ 牝5黒鹿 55

53 △城戸 義政山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 448－ 61：09．2� 69．3�

815 グレイスフルワード 牝4鹿 55
53 △長岡 禎仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 土田 稔 新ひだか 岡田スタツド 416＋ 21：09．41� 251．2�
816� 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 444＋ 41：09．5	 321．7�
47 � ユキノサンブライト 牝5鹿 55 西村 太一井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 456－ 21：09．82 202．5�
611 テンプルツリー 牝3鹿 52

50 △井上 敏樹山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 442＋ 41：09．9	 41．9�
48 トゥルームーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 496＋221：10．32	 14．9�
713 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 466－ 61：10．4� 21．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，770，500円 複勝： 37，235，000円 枠連： 12，004，000円
馬連： 41，095，400円 馬単： 20，939，800円 ワイド： 26，979，400円
3連複： 58，058，500円 3連単： 75，128，900円 計： 295，211，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 170円 � 1，070円 枠 連（1－3） 310円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 320円 �� 3，070円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 14，040円 3 連 単 ��� 52，520円

票 数

単勝票数 計 237705 的中 � 52044（1番人気）
複勝票数 計 372350 的中 � 82278（1番人気）� 63301（2番人気）� 5930（12番人気）
枠連票数 計 120040 的中 （1－3） 29808（1番人気）
馬連票数 計 410954 的中 �� 40446（1番人気）
馬単票数 計 209398 的中 �� 11766（1番人気）
ワイド票数 計 269794 的中 �� 25133（1番人気）�� 2074（41番人気）�� 1969（44番人気）
3連複票数 計 580585 的中 ��� 3101（51番人気）
3連単票数 計 751289 的中 ��� 1037（152番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．9―11．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．3―44．7―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アズマクィーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．8．23 札幌3着

2012．3．5生 牝4鹿 母 ハートオブクィーン 母母 マイシークレット 22戦3勝 賞金 42，278，000円

20056 7月23日 曇 良 （28函館2）第5日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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 7，500，000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 メジャーフォルム 牝4栗 55
54 ☆加藤 祥太 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 462＋ 6 58．8 11．2�

68 トルシュローズ 牝3栗 52
49 ▲坂井 瑠星�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 456＋ 2 59．22� 2．2�

56 タガノヴェルリー 牝4鹿 55 菱田 裕二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B444－12 59．41� 4．3�

33 ボストンビリーヴ 牝6栗 55
53 △城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460＋ 8 59．82� 61．6�

67 ビットアリエス 牝5青鹿55 浜中 俊礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 454－121：00．01� 52．5	
710 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 460－ 81：00．1� 4．3

11 シェアザジョイフル 牝4鹿 55 川須 栄彦 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 456＋ 21：00．2� 14．4�
22 オールオブユー 牝4栗 55 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 41：00．3クビ 16．1�
44 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 486＋ 2 〃 アタマ 23．2
811 ヤマニンアタシャン 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 438＋16 〃 ハナ 50．4�
812	 シーズアウーマン 牝3栗 52 横山 和生�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 434－ 41：00．51� 196．8�
79 	 トリアンドルス 牝4栗 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 472＋ 61：02．09 43．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，758，400円 複勝： 26，912，800円 枠連： 7，473，500円
馬連： 34，517，200円 馬単： 19，155，500円 ワイド： 20，761，100円
3連複： 47，335，600円 3連単： 73，807，200円 計： 252，721，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 240円 � 140円 � 160円 枠 連（5－6） 400円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 520円 �� 540円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 16，510円

票 数

単勝票数 計 227584 的中 � 16205（4番人気）
複勝票数 計 269128 的中 � 22769（5番人気）� 61442（1番人気）� 42792（3番人気）
枠連票数 計 74735 的中 （5－6） 14329（1番人気）
馬連票数 計 345172 的中 �� 18903（4番人気）
馬単票数 計 191555 的中 �� 3817（12番人気）
ワイド票数 計 207611 的中 �� 9681（4番人気）�� 9305（5番人気）�� 20073（2番人気）
3連複票数 計 473356 的中 ��� 20288（2番人気）
3連単票数 計 738072 的中 ��� 3241（42番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．4―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジャーフォルム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．7．19 福島3着

2012．5．6生 牝4栗 母 ビルアンドクー 母母 ユ メ シ バ イ 16戦2勝 賞金 31，490，000円
〔その他〕 トリアンドルス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トリアンドルス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年8月23日まで出走できない。
※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 モアアピール号



20057 7月23日 曇 良 （28函館2）第5日 第9競走 ��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

24 ル ア ン ジ ュ 牝4青 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 22：00．9 15．0�
816 ティーエスクライ 牝4芦 55 古川 吉洋田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450＋102：01．43 5．4�
714 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 444＋ 22：01．5� 10．9�
48 アプリコットベリー 牝4青鹿55 菱田 裕二 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 400± 02：01．6クビ 18．0�
12 タルトオポム 牡5黒鹿57 嶋田 純次亀山 敬司氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：01．91� 74．6	
11 スパーキングジョイ 牡3栗 54

52 △城戸 義政幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 6 〃 アタマ 20．1

35 アドマイヤロワ 牡4鹿 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 6．9�
59 コアレスフェーブル 牝4鹿 55

53 △長岡 禎仁小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 414－10 〃 ハナ 240．0�
36 ピッツィカート 牡3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482＋ 8 〃 アタマ 5．0
47 � エリモジパング 牡6青鹿 57

54 ▲原田 和真山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 474－ 22：02．0� 39．9�
23 ルノンキュール 牝4黒鹿55 四位 洋文山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490－ 22：02．1クビ 22．0�
612 スクリューネイバー 牡3芦 54 小林 徹弥松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 500± 02：02．63 256．8�
611 ウエヲムイテアルコ 牡3青 54 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 474＋ 22：02．92 27．5�
815 グランプリアクセル 牡3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B458－142：03．0� 51．6�
713 ショウナンタイザン 牡3黒鹿54 岩田 康誠国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 484＋142：03．1クビ 3．3�
510 スターチェイサー 牡4芦 57

56 ☆加藤 祥太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 476－16 （競走中止） 51．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，573，200円 複勝： 29，845，000円 枠連： 11，926，400円
馬連： 39，140，700円 馬単： 19，125，900円 ワイド： 23，345，000円
3連複： 58，242，000円 3連単： 77，183，700円 計： 280，381，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 390円 � 200円 � 250円 枠 連（2－8） 2，990円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 10，770円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，700円 �� 800円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 65，600円

票 数

単勝票数 計 215732 的中 � 11483（6番人気）
複勝票数 計 298450 的中 � 17459（7番人気）� 43437（3番人気）� 31393（5番人気）
枠連票数 計 119264 的中 （2－8） 3089（12番人気）
馬連票数 計 391407 的中 �� 8131（12番人気）
馬単票数 計 191259 的中 �� 1331（42番人気）
ワイド票数 計 233450 的中 �� 3585（18番人気）�� 3463（20番人気）�� 7743（8番人気）
3連複票数 計 582420 的中 ��� 5224（21番人気）
3連単票数 計 771837 的中 ��� 853（191番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．3―48．8―1：01．5―1：13．1―1：24．8―1：36．4―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル ア ン ジ ュ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．7．20 中京1着

2012．3．12生 牝4青 母 サッカーマム 母母 Traverse City 16戦2勝 賞金 24，142，000円
〔競走中止〕 スターチェイサー号は，発走後まもなく異常歩様となったため競走中止。
〔調教再審査〕 スターチェイサー号は，発走後まもなく異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※ティーエスクライ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20058 7月23日 曇 良 （28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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

11 クラシックエース 牡4鹿 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438± 02：41．6 2．1�
78 アグネスリバティ 牡3黒鹿54 荻野 琢真渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 462－ 22：41．7� 12．9�
79 ウイングジャパン 牡4栗 57 川須 栄彦池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 506＋ 22：42．02 18．3�
55 ビクトリーミノル 牡4栗 57 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472－ 22：42．1	 14．8�
22 クロイツェル 牡4黒鹿57 K．ティータン �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B494＋ 4 〃 ハナ 5．1�

（香港）

810 チ ャ リ シ ー 牝4鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 ハナ 29．4	
33 ユークリッド 牡3栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 504＋102：42．3	 15．7

44 ウインレーベン 牡5青鹿57 井上 敏樹�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 460± 02：42．72� 12．3�
811 レッドファルダ 牡4栗 57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 22：42．8クビ 27．5
66 インザサイレンス 牡3芦 54 城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 466＋ 82：42．9� 6．2�
67 
 リ プ カ 牝4栗 55 加藤 祥太佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 390＋ 22：43．53� 216．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，846，300円 複勝： 29，368，400円 枠連： 11，556，300円
馬連： 47，112，100円 馬単： 27，295，300円 ワイド： 28，806，700円
3連複： 68，926，700円 3連単： 113，038，900円 計： 351，950，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 240円 � 330円 枠 連（1－7） 700円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 660円 �� 810円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 24，360円

票 数

単勝票数 計 258463 的中 � 98393（1番人気）
複勝票数 計 293684 的中 � 81658（1番人気）� 27515（4番人気）� 17378（7番人気）
枠連票数 計 115563 的中 （1－7） 12774（2番人気）
馬連票数 計 471121 的中 �� 23131（5番人気）
馬単票数 計 272953 的中 �� 8653（7番人気）
ワイド票数 計 288067 的中 �� 11572（5番人気）�� 9293（9番人気）�� 3121（31番人気）
3連複票数 計 689267 的中 ��� 7692（26番人気）
3連単票数 計1130389 的中 ��� 3364（82番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．9―12．8―12．7―13．1―13．0―12．8―12．0―11．8―11．9―12．0―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�
12．7―24．5―37．4―50．2―1：02．9―1：16．0―1：29．0―1：41．8―1：53．8―2：05．6―2：17．5―2：29．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラシックエース �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．10 中山3着

2012．4．13生 牡4鹿 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン 11戦2勝 賞金 23，137，000円
※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。



20059 7月23日 曇 良 （28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
1：07．8
1：06．5

良
良

612 ホッコーサラスター 牝5鹿 55 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478＋ 81：08．6 9．4�
47 モズハツコイ 牝5芦 55 川須 栄彦 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 464－ 4 〃 クビ 7．8�
23 フミノムーン 牡4栗 57 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 464＋ 81：08．7� 4．4�
36 トウカイセンス 牝5鹿 55 吉田 隼人内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 460＋101：08．8� 6．3�
35 アブマーシュ 牝7鹿 55 柴山 雄一伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 486＋ 4 〃 クビ 53．9�
59 ゴールドペガサス 牡4鹿 57 丹内 祐次 	スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 468＋ 41：08．9� 4．4

24 	 レッドシャンクス 
7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 478－ 6 〃 ハナ 39．7�
510 ラインハート 牝5鹿 55 浜中 俊大塚 亮一氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B462－ 61：09．0クビ 9．9�
11 ウォーターショパン 牡5黒鹿57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 474± 0 〃 クビ 13．1
48 ヴァイサーリッター 牡5芦 57 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466－ 41：09．1� 17．1�
815 ペイシャフェリス 牝5鹿 55 長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 448＋ 2 〃 ハナ 36．2�
12 サ ン シ カ ゴ 牡5栗 57 嶋田 純次加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 470－ 81：09．31 82．6�
714 スリーカーニバル 牝6鹿 55 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 488＋ 8 〃 クビ 43．3�
713� ア ピ ア 
5鹿 57 丸山 元気宮崎 利男氏 藤沢 和雄 新冠 村上 欽哉 526－ 21：09．4� 28．2�
816 モンマックス 牡6鹿 57 北村 友一	和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 516－ 21：09．71� 89．8�
611 クリノコマチ 牝5栗 55 三浦 皇成栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 456± 0 〃 クビ 45．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，382，100円 複勝： 76，370，100円 枠連： 37，017，500円
馬連： 166，330，300円 馬単： 66，658，800円 ワイド： 82，221，300円
3連複： 260，686，500円 3連単： 334，573，100円 計： 1，071，239，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 290円 � 260円 � 180円 枠 連（4－6） 2，360円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，070円 �� 810円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 36，840円

票 数

単勝票数 計 473821 的中 � 39982（5番人気）
複勝票数 計 763701 的中 � 62138（6番人気）� 70690（4番人気）� 127417（1番人気）
枠連票数 計 370175 的中 （4－6） 12135（12番人気）
馬連票数 計1663303 的中 �� 39836（15番人気）
馬単票数 計 666588 的中 �� 7871（27番人気）
ワイド票数 計 822213 的中 �� 21155（9番人気）�� 19477（11番人気）�� 26308（5番人気）
3連複票数 計2606865 的中 ��� 35370（13番人気）
3連単票数 計3345731 的中 ��� 6584（97番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．8―11．5―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．5―45．0―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．1
3 ・（11，15）－9，10，8，7（6，12）（5，4，14）（3，13）（2，1）－16 4 ・（11，15）－（9，10）（8，7）（6，12）（5，4，14）（3，13）（2，1）－16

勝馬の
紹 介

ホッコーサラスター �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．10．26 京都2着

2011．4．17生 牝5鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ 20戦5勝 賞金 84，953，000円
〔制裁〕 ウォーターショパン号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※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 ゴーハンティング号・ダノンルージュ号・ユキノアイオロス号

20060 7月23日 曇 良 （28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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

77 カ ラ ク プ ア 牡3黒鹿54 三浦 皇成�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ
ファーム 488＋ 41：45．4 3．2�

11 エ ポ ッ ク 牡3黒鹿54 藤岡 佑介吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B498± 0 〃 クビ 4．3�
44 ピグマリオン �7鹿 57 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 466± 01：45．71	 17．3�
55 コパノチャーリー 牡4栗 57 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 512－ 21：45．91
 6．6�
22 アスカクイン 牝5栗 55 吉田 隼人上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 484－ 81：46．0クビ 47．5	
89 ルヴァンカー 牡5鹿 57 川須 栄彦 �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480－ 2 〃 クビ 62．4

33 テイエムコンドル 牡5鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468＋ 81：46．1クビ 94．2�
810 サクラエンパイア 牡3鹿 54 K．ティータン �さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 B458＋ 41：46．52
 5．7�

（香港）

66 サンライズワールド �6栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 450± 01：46．6	 3．8
78 コスモラヴモア 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 502＋121：46．7	 36．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，203，900円 複勝： 47，229，900円 枠連： 14，065，000円
馬連： 76，580，400円 馬単： 40，219，600円 ワイド： 41，010，200円
3連複： 98，383，500円 3連単： 186，976，700円 計： 541，669，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 290円 枠 連（1－7） 610円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 290円 �� 980円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 8，110円

票 数

単勝票数 計 372039 的中 � 90298（1番人気）
複勝票数 計 472299 的中 � 105195（1番人気）� 87800（2番人気）� 31288（6番人気）
枠連票数 計 140650 的中 （1－7） 17714（1番人気）
馬連票数 計 765804 的中 �� 81406（1番人気）
馬単票数 計 402196 的中 �� 25762（1番人気）
ワイド票数 計 410102 的中 �� 40414（2番人気）�� 9866（13番人気）�� 12661（12番人気）
3連複票数 計 983835 的中 ��� 28315（9番人気）
3連単票数 計1869767 的中 ��� 16706（21番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．6―12．6―12．3―12．0―12．5―12．7―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．6―43．2―55．5―1：07．5―1：20．0―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ラ ク プ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Grindstone デビュー 2015．7．19 函館5着

2013．1．28生 牡3黒鹿 母 リリウオカラニ 母母 Tropico Cielo 11戦3勝 賞金 35，795，000円
〔制裁〕 サクラエンパイア号の騎手K．ティータンは，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4番）
※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。



（28函館2）第5日 7月23日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 157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

180，970，000円
1，270，000円
6，100，000円
1，240，000円
18，510，000円
61，920，500円
4，082，000円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
288，448，800円
455，047，700円
143，834，000円
580，349，200円
304，696，800円
341，667，500円
849，012，200円
1，246，197，000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 4，209，253，200円

総入場人員 4，796名 （有料入場人員 4，097名）
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