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17049 6月29日 曇 良 （25函館1）第5日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：09．5
1：07．8

良
良

56 ツクバジャパン 牡2芦 54 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 524＋ 81：10．0 2．5�
11 � ドラゴンスパン 牡2黒鹿54 柴山 雄一窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 472＋ 2 〃 クビ 5．1�
811 メジャースタイル 牡2黒鹿54 岩田 康誠有限会社シルク佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 474－121：10．1� 3．3�
68 コスモエルデスト 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 鳥井 征士 422± 01：10．31	 32．3�
33 チ ュ ロ 牝2黒鹿54 木幡 初広エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 468± 01：10．51
 16．5�
55 ミカルベウス 牝2芦 54

51 ▲横山 和生尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 478－101：10．71
 28．7	
710 ジェイケイニュース 牡2栗 54 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 446－ 41：10．91
 11．6

67 クールルーシー 牝2黒鹿54 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 480－ 81：11．64 105．3�
44 ディアゴッホ 牡2栗 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 494＋ 21：12．02	 10．4�
79 ラ ブ ゲ ー ム 牝2黒鹿54 北村 宏司増田 陽一氏 蛯名 利弘 日高 門別牧場 420＋ 21：12．95 80．1
812 クラシックヤンキー 牡2黒鹿54 吉田 隼人大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 B480－ 41：13．43 179．6�
22 ジョートップレディ 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二上田けい子氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 442－ 81：13．93 131．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，446，300円 複勝： 30，391，800円 枠連： 5，655，500円
馬連： 26，523，100円 馬単： 22，180，600円 ワイド： 16，208，200円
3連複： 41，910，100円 3連単： 73，681，300円 計： 231，996，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（1－5） 540円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 230円 �� 190円 �� 260円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 3，080円

票 数

単勝票数 計 154463 的中 � 50303（1番人気）
複勝票数 計 303918 的中 � 88611（1番人気）� 48640（3番人気）� 70397（2番人気）
枠連票数 計 56555 的中 （1－5） 7748（2番人気）
馬連票数 計 265231 的中 �� 29535（2番人気）
馬単票数 計 221806 的中 �� 13721（4番人気）
ワイド票数 計 162082 的中 �� 17130（2番人気）�� 23669（1番人気）�� 14441（3番人気）
3連複票数 計 419101 的中 ��� 47772（1番人気）
3連単票数 計 736813 的中 ��� 17704（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．9―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―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4F47．1―3F35．6
3 6，11，8（1，7）（4，9）3（5，10）－（2，12） 4 ・（6，11）（1，8）（3，7）（4，9）10，5－（2，12）

勝馬の
紹 介

ツクバジャパン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2013．6．16 函館2着

2011．1．15生 牡2芦 母 ウェディングバレー 母母 Dime Queen 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラシックヤンキー号・ジョートップレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年7月29日まで平地競走に出走できない。

17050 6月29日 曇 良 （25函館1）第5日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

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
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

78 アテンファースト 牡3栗 56
53 ▲城戸 義政玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 474± 01：46．8 7．6�

77 ヒラボクプリンス 牡3鹿 56
55 ☆菱田 裕二�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 492＋ 41：47．12 1．7�

22 メイショウユニオン 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 456－ 21：47．84 17．4�
33 コスモカトルカール 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 454＋101：48．75 15．2�
11 ハギノエルドラド 牡3鹿 56 岩田 康誠安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 444＋ 4 〃 クビ 15．1	
44 カンタベリーリュウ 牡3鹿 56 黛 弘人峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 B494± 01：49．33� 83．6

66 ミストフェリーズ 牡3栗 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 4 〃 ハナ 13．2�
810 プラチナレイン 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 474± 01：49．62 21．2�
89 ブライトライジン 牡3栗 56 松田 大作�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 494－ 41：50．13 86．9
55 ユ ウ ヅ キ 牝3鹿 54 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 442－ 2 （競走中止） 5．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，123，400円 複勝： 36，747，200円 枠連： 5，846，000円
馬連： 19，632，900円 馬単： 18，784，300円 ワイド： 11，839，800円
3連複： 30，452，700円 3連単： 65，511，800円 計： 202，938，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 160円 � 110円 � 350円 枠 連（7－7） 440円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，090円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 9，680円

票 数

単勝票数 計 141234 的中 � 14650（3番人気）
複勝票数 計 367472 的中 � 41576（3番人気）� 196426（1番人気）� 12631（7番人気）
枠連票数 計 58460 的中 （7－7） 9824（2番人気）
馬連票数 計 196329 的中 �� 31135（2番人気）
馬単票数 計 187843 的中 �� 9654（5番人気）
ワイド票数 計 118398 的中 �� 16146（2番人気）�� 2312（15番人気）�� 5193（8番人気）
3連複票数 計 304527 的中 ��� 12464（8番人気）
3連単票数 計 655118 的中 ��� 4998（32番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．6―42．2―55．7―1：08．3―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．5
1
3
4－8（6，7）－10（3，9）－1，2・（6，8）（3，7，1）4，2，10，9

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

勝馬の
紹 介

アテンファースト �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．2．3 京都8着

2010．5．25生 牡3栗 母 ニューフェアリー 母母 ダーリングレディ 5戦1勝 賞金 5，290，000円
〔競走中止〕 ユウヅキ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

第１回 函館競馬 第５日



17051 6月29日 曇 良 （25函館1）第5日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時50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
57．7
57．1

重
稍重

812 デルマスナカケババ 牝3黒鹿54 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 472＋ 6 59．8 3．9�
710 プリマチュチュ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 有限会社武岡牧場 446＋ 41：00．01 5．4�
56 デルフィニア 牝3鹿 54 荻野 琢真田中 春美氏 嶋田 潤 新ひだか 田中 春美 468＋141：00．21 63．9�
79 ラ サ イ ニ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生加藤 信之氏 土田 稔 新冠 ヒノデファーム 462± 01：00．3� 13．8�
44 クラッチブーケ 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 460＋ 61：00．61� 5．6�
22 ヴェアリアスローズ 牝3栗 54 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 390－ 21：00．92 2．7�
67 ヴ ェ ル ニ 牝3鹿 54 秋山真一郎岡 浩二氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 442 ― 〃 ハナ 34．2	
811 スリーサンローズ 牝3栗 54 川須 栄彦永井商事
 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 418＋201：01．0� 70．3�
33 スノードロップ 牝3芦 54 丹内 祐次山口 敦広氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤沢牧場 B456＋ 61：01．1� 33．1�
68 スターオブミューズ 牝3鹿 54 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 470－ 2 〃 ハナ 14．9
11 ラストキャスケード 牝3鹿 54 田中 博康加藤 信之氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 430－ 61：01．31 41．7�
55 モンタージュ 牝3鹿 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422＋ 21：01．4� 113．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，834，700円 複勝： 26，108，900円 枠連： 7，874，100円
馬連： 24，563，900円 馬単： 19，737，700円 ワイド： 13，531，900円
3連複： 34，164，800円 3連単： 63，729，400円 計： 205，545，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 200円 � 1，610円 枠 連（7－8） 810円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 380円 �� 3，760円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 34，220円 3 連 単 ��� 112，790円

票 数

単勝票数 計 158347 的中 � 32121（2番人気）
複勝票数 計 261089 的中 � 48365（2番人気）� 38418（4番人気）� 3040（10番人気）
枠連票数 計 78741 的中 （7－8） 7205（3番人気）
馬連票数 計 245639 的中 �� 15676（5番人気）
馬単票数 計 197377 的中 �� 6380（9番人気）
ワイド票数 計 135319 的中 �� 9972（4番人気）�� 828（33番人気）�� 726（35番人気）
3連複票数 計 341648 的中 ��� 737（78番人気）
3連単票数 計 637294 的中 ��� 417（285番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．7―35．4―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマスナカケババ �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 フサイチソニック デビュー 2012．12．2 中山5着

2010．5．20生 牝3黒鹿 母 デルマステファニー 母母 テンシノウタ 9戦1勝 賞金 5，990，000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 ウイッチワンド号

17052 6月29日 曇 良 （25函館1）第5日 第4競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時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
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

67 ジャズダンサー 牝3栃栗54 大野 拓弥�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444＋ 41：46．7 158．6�
66 ライフトップガン 牡3鹿 56 岩田 康誠谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 482＋ 2 〃 クビ 1．2�
44 � ゴールデンステッキ 牡3栗 56 吉田 隼人小川 勲氏 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B502＋101：48．08 20．1�
22 スリーラグタイム 牡3黒鹿56 川須 栄彦永井商事� 小野 幸治 浦河 辻 牧場 432＋ 41：48．1� 22．8�
55 ブライトスペース 牡3栗 56 松田 大作�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 494－ 2 〃 クビ 16．2	
810 トーセンワイルド 牡3青 56 田中 博康島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 490＋ 21：48．31 14．5�
811 プリンセスナナミ 牝3栗 54 三浦 皇成吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 526＋ 21：48．72� 205．6�
11 セイミニスター 牡3鹿 56 村田 一誠金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 452＋ 61：48．8クビ 12．7
79 � キ ャ バ ー ン 牡3栗 56

53 ▲横山 和生�グランド牧場 菊沢 隆徳 米 Yoshiyuki Ito 508± 01：49．11	 24．8�
78 ファットタイム 牡3栗 56 津村 明秀阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 対馬 正 484± 01：49．2	 152．3�
33 タガノグッピー 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政八木 良司氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454＋ 81：49．52 89．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，985，900円 複勝： 60，445，200円 枠連： 5，914，800円
馬連： 21，344，000円 馬単： 26，417，300円 ワイド： 14，062，700円
3連複： 32，432，000円 3連単： 92，715，800円 計： 275，317，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，860円 複 勝 � 2，090円 � 110円 � 300円 枠 連（6－6） 3，260円

馬 連 �� 4，310円 馬 単 �� 16，800円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 8，430円 �� 380円

3 連 複 ��� 14，790円 3 連 単 ��� 298，800円

票 数

単勝票数 計 219859 的中 � 1093（10番人気）
複勝票数 計 604452 的中 � 2300（10番人気）� 434583（1番人気）� 20460（5番人気）
枠連票数 計 59148 的中 （6－6） 1342（8番人気）
馬連票数 計 213440 的中 �� 3656（8番人気）
馬単票数 計 264173 的中 �� 1161（20番人気）
ワイド票数 計 140627 的中 �� 2139（18番人気）�� 376（35番人気）�� 10397（4番人気）
3連複票数 計 324320 的中 ��� 1619（33番人気）
3連単票数 計 927158 的中 ��� 229（325番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．9―42．5―55．4―1：07．7―1：20．4―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．0
1
3
・（1，7）－（4，5）（2，9）（3，6）（8，10）－11
6（1，7）－5（4，10）2，9，8，11＝3

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

勝馬の
紹 介

ジャズダンサー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2013．6．15 函館8着

2010．1．20生 牝3栃栗 母 ジャズカーニバル 母母 ウエイアウト 2戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 ライフトップガン号の騎手岩田康誠は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）



17053 6月29日 曇 良 （25函館1）第5日 第5競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走11時50分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
57．2
55．4

良
良

11 ビービーブレイン 牡2鹿 54 四位 洋文�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 494 ― 58．2 1．6�
66 マイネルボルソー 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 432 ― 58．73 6．2�
33 ヴォルカヌス 牡2鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 日高 出口牧場 420 ― 58．91� 5．5�

22 ベストコレクション 牝2栗 54 柴山 雄一嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 450 ― 〃 クビ 6．1�
55 アフリカンマーチ 牝2栗 54 勝浦 正樹�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 友田牧場 420 ― 59．43 18．8	
44 ラゴアボニータ 牝2芦 54 田中 博康 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 432 ―1：00．89 15．0


（6頭）

売 得 金
単勝： 18，168，400円 複勝： 17，757，500円 枠連： 発売なし
馬連： 16，280，700円 馬単： 20，630，300円 ワイド： 9，956，700円
3連複： 21，699，400円 3連単： 84，425，700円 計： 188，918，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 170円 �� 180円 �� 350円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，860円

票 数

単勝票数 計 181684 的中 � 91293（1番人気）
複勝票数 計 177575 的中 � 86247（1番人気）� 21999（4番人気）
馬連票数 計 162807 的中 �� 29741（2番人気）
馬単票数 計 206303 的中 �� 26221（2番人気）
ワイド票数 計 99567 的中 �� 16704（2番人気）�� 15539（3番人気）�� 5658（6番人気）
3連複票数 計 216994 的中 ��� 26967（3番人気）
3連単票数 計 844257 的中 ��� 33586（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．5―34．9―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．7
3 1－（5，6，2）3＝4 4 1－（5，6，2）3＝4

勝馬の
紹 介

ビービーブレイン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア ラ ジ 初出走

2011．3．10生 牡2鹿 母 ビービープレジャー 母母 ウッドマンズシック 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マイネルボルソー号の騎手丹内祐次は，3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）

17054 6月29日 曇 良 （25函館1）第5日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時40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

712 リメインサイレント 牝3鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 490± 02：01．5 2．3�
46 ティアップレーヴ 牝3芦 54 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 478± 02：01．71� 6．5�
22 マーヴェリックス 牝3鹿 54 吉田 隼人市川 義美氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444± 02：02．12� 18．1�
47 アンバードリーム 牝3黒鹿54 三浦 皇成髙橋 大氏 小島 茂之 安平 追分ファーム 476－ 22：02．2クビ 7．8�
23 プロミネントロール 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 526－ 2 〃 クビ 3．0�
34 シャイニーデイズ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 480＋ 4 〃 アタマ 14．0	
35 ラブインザミスト 牝3黒鹿54 田中 博康宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 482－202：02．83� 397．9

611 フローズンムーン 牝3鹿 54 村田 一誠 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 464＋ 42：02．9� 241．3�
11 ソルダテッサ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 438－ 22：03．0� 41．4�
58 ディアリヴァル 牝3青鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 新ひだか 大典牧場 B456－102：03．1� 106．4
713 デルマヤマンバ 牝3栗 54 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 424－ 42：03．2� 181．3�
610 ミストラルシャワー 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム 472± 02：03．41� 95．6�
815 クレメンタイン 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 62：03．93 168．3�
59 クリノアンデス 牝3鹿 54 菅原 隆一栗本 博晴氏 蛯名 利弘 新冠 競優牧場 428＋16 〃 クビ 247．8�
814 プティアノンス 牝3栗 54 川島 信二有限会社シルク和田 雄二 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 384－ 22：04．0クビ 509．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，427，300円 複勝： 28，288，700円 枠連： 8，516，200円
馬連： 27，286，700円 馬単： 23，099，400円 ワイド： 15，260，000円
3連複： 39，759，500円 3連単： 79，625，400円 計： 240，263，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 190円 � 360円 枠 連（4－7） 350円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 330円 �� 690円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 8，930円

票 数

単勝票数 計 184273 的中 � 65386（1番人気）
複勝票数 計 282887 的中 � 98389（1番人気）� 33389（4番人気）� 13852（6番人気）
枠連票数 計 85162 的中 （4－7） 18024（2番人気）
馬連票数 計 272867 的中 �� 25748（3番人気）
馬単票数 計 230994 的中 �� 14219（4番人気）
ワイド票数 計 152600 的中 �� 12984（3番人気）�� 5261（9番人気）�� 2647（15番人気）
3連複票数 計 397595 的中 ��� 9286（11番人気）
3連単票数 計 796254 的中 ��� 6583（27番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．7―12．3―12．6―12．8―12．5―12．4―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―34．9―47．2―59．8―1：12．6―1：25．1―1：37．5―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リメインサイレント �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．5 京都13着

2010．3．15生 牝3鹿 母 サイレントアスク 母母 フサイチエイブル 7戦1勝 賞金 8，950，000円



17055 6月29日 曇 良 （25函館1）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

33 デルマイザナミ 牝4鹿 55 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 458＋121：45．3 11．4�
56 アドマイヤキュート 牝4黒鹿55 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424－221：45．51� 3．9�
44 フーラブライド 牝4鹿 55 古川 吉洋吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 468＋ 41：45．7� 4．6�
812 クラリティーエス 牝3青鹿52 勝浦 正樹吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 482± 01：45．8� 7．3�
813 ストレートラブ 牝4青鹿55 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋161：46．01� 14．2�
710 シニスタークイーン 牝4黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 444－ 2 〃 クビ 5．6	
45 トレジャーチェスト 牝6芦 55

52 ▲横山 和生金子真人ホール
ディングス
 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：46．42� 87．9�

68 ホワイトアルバム 牝5芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 520－ 21：46．5� 82．1�
22 ネヴァーハーツ 牝4栃栗55 松田 大作廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 464－ 61：47．35 12．3
69 スリーカーニバル 牝3鹿 52 柴山 雄一永井商事
 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 472＋ 61：48．15 29．1�
711 シシリアンルージュ 牝4栗 55 菅原 隆一�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456－ 41：48．52� 385．4�
57 エ デ ィ ン 牝4栗 55 藤田 伸二
ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 468＋101：49．03 6．3�
11 サマニトップレディ 牝3鹿 52

49 ▲城戸 義政�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 444± 01：49．85 110．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，453，700円 複勝： 28，579，200円 枠連： 9，001，100円
馬連： 29，653，600円 馬単： 19，460，200円 ワイド： 15，055，700円
3連複： 39，766，000円 3連単： 66，491，800円 計： 223，461，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 290円 � 180円 � 160円 枠 連（3－5） 1，480円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 730円 �� 590円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 17，100円

票 数

単勝票数 計 154537 的中 � 10718（6番人気）
複勝票数 計 285792 的中 � 21226（7番人気）� 44763（2番人気）� 56025（1番人気）
枠連票数 計 90011 的中 （3－5） 4506（7番人気）
馬連票数 計 296536 的中 �� 13886（5番人気）
馬単票数 計 194602 的中 �� 3177（20番人気）
ワイド票数 計 150557 的中 �� 4799（10番人気）�� 6109（5番人気）�� 13141（1番人気）
3連複票数 計 397660 的中 ��� 16492（2番人気）
3連単票数 計 664918 的中 ��� 2871（37番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．8―12．4―12．5―12．2―12．7―12．9―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．8―42．2―54．7―1：06．9―1：19．6―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

デルマイザナミ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．7．24 京都9着

2009．4．10生 牝4鹿 母 ローザロッサ 母母 マンボステップ 18戦3勝 賞金 25，250，000円
〔制裁〕 アドマイヤキュート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）について戒告。
※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 カルトマリーヌ号・シンワウォッカ号

17056 6月29日 曇 良 （25函館1）第5日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
57．1

重
稍重

11 ノボプレシャス 牝4栗 55
52 ▲横山 和生�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B462± 01：00．0 2．1�

56 � ショウナンワヒネ 牝4鹿 55 岩田 康誠�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 468－ 2 〃 クビ 8．3�
68 オンワードセジール 牝7栗 55 勝浦 正樹�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 472± 01：00．21� 14．0�
22 パ ッ シ ョ ン 牝3栗 52 古川 吉洋阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 450± 01：00．51� 30．8�
812 ビッグサンダー 牡6栗 57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 506＋ 21：00．71� 6．0	
79 ケンタッキーロード 牡5鹿 57 松田 大作横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 494－ 8 〃 クビ 13．6

811� ミッドナイトリバー 牝4鹿 55 丹内 祐次小林 薫氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 61：00．91	 21．1�
33 ハクユウリリー 牝4栗 55 三浦 皇成 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 436＋ 61：01．11 26．9�
710 キングスウィープ 牡7青鹿 57

54 ▲伴 啓太増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 470± 0 〃 同着 131．5
44 ダブルスパーク 牝4芦 55 川須 栄彦吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 464＋181：01．2� 49．0�
55 ワイズアンドクール 
5黒鹿57 津村 明秀青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B476± 01：01．94 5．6�
67 モンサンスピカ 牝3鹿 52 丸山 元気山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 464＋ 41：08．7大差 39．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，001，300円 複勝： 25，337，500円 枠連： 8，966，200円
馬連： 27，640，500円 馬単： 23，650，500円 ワイド： 15，545，500円
3連複： 38，992，200円 3連単： 78，765，900円 計： 236，899，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 230円 � 250円 枠 連（1－5） 430円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 490円 �� 490円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 12，660円

票 数

単勝票数 計 180013 的中 � 68327（1番人気）
複勝票数 計 253375 的中 � 74606（1番人気）� 24594（4番人気）� 21512（5番人気）
枠連票数 計 89662 的中 （1－5） 15462（2番人気）
馬連票数 計 276405 的中 �� 18695（3番人気）
馬単票数 計 236505 的中 �� 8416（7番人気）
ワイド票数 計 155455 的中 �� 8174（3番人気）�� 8068（4番人気）�� 3399（13番人気）
3連複票数 計 389922 的中 ��� 8798（9番人気）
3連単票数 計 787659 的中 ��� 4594（25番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．6―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．3―46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F37．3
3 ・（1，3）－（5，7）（10，11）2（4，12）6，9，8 4 ・（1，3）－（5，10）11（2，7，12）4（6，9）8

勝馬の
紹 介

ノボプレシャス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gone West デビュー 2011．10．8 東京4着

2009．5．2生 牝4栗 母 ノボサンシャイン 母母 Hidden Dreams 16戦2勝 賞金 21，000，000円
〔調教再審査〕 モンサンスピカ号は，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〕 モンサンスピカ号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



17057 6月29日 曇 良 （25函館1）第5日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

812 レッドフォルツァ 牡4鹿 57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 496± 01：46．7 2．4�
811 プラチナグロース 牡3芦 54 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか グランド牧場 482－14 〃 クビ 3．7�
79 プリティーマッハ 牡5芦 57

54 ▲横山 和生越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 454－ 21：46．8クビ 27．5�
56 マイネルマルシェ 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 452－ 2 〃 ハナ 85．3�
67 ゴールドゼウス 牡4黒鹿57 丸山 元気スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 482± 01：47．01� 12．8�
710� シンワウォッカ 牝4鹿 55 吉田 隼人若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 472－ 41：47．32 101．6	
11 スタンドバイミー 牡4鹿 57 秋山真一郎石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 458＋ 21：47．51� 26．8

55 � ラ ン ド ル ト 牡4鹿 57 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：47．6クビ 6．2�
22 レオネプチューン 牡5鹿 57 村田 一誠田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 466－ 6 〃 クビ 144．5�
33 � リワードレブロン 牡5鹿 57 大野 拓弥宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 478－ 21：47．81 91．9
44 トウケイウイン 牡3黒鹿54 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 新ひだか 中村 和夫 424± 01：47．9	 11．9�
68 � マヤノカデンツァ 牡4栗 57 北村 宏司田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 466± 0 〃 ハナ 7．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，542，700円 複勝： 40，937，000円 枠連： 12，782，800円
馬連： 43，693，900円 馬単： 29，834，500円 ワイド： 21，357，800円
3連複： 55，845，600円 3連単： 112，393，800円 計： 338，388，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 180円 � 490円 枠 連（8－8） 540円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，050円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 11，330円

票 数

単勝票数 計 215427 的中 � 72251（1番人気）
複勝票数 計 409370 的中 � 122853（1番人気）� 58369（4番人気）� 14314（8番人気）
枠連票数 計 127828 的中 （8－8） 17787（3番人気）
馬連票数 計 436939 的中 �� 75308（1番人気）
馬単票数 計 298345 的中 �� 23459（1番人気）
ワイド票数 計 213578 的中 �� 21194（2番人気）�� 4684（15番人気）�� 3532（18番人気）
3連複票数 計 558456 的中 ��� 12454（11番人気）
3連単票数 計1123938 的中 ��� 7324（30番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．7―31．5―44．5―57．4―1：10．0―1：22．2―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドフォルツァ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Forestry デビュー 2012．1．14 中山1着

2009．4．23生 牡4鹿 母 ホワイトウォーター 母母 Colorado Song 13戦3勝 賞金 32，039，000円
※シンワウォッカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17058 6月29日 曇 良 （25函館1）第5日 第10競走 ��
��1，800�

え さ ん

恵 山 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
1：46．0
1：44．1

良
良

812 ドラゴンレジェンド 牡3栗 54 岩田 康誠窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 486＋121：49．6 7．4�
56 � メイショウテッサイ 牡5鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 500＋ 2 〃 ハナ 5．6�
44 ブリリアントダンス 牡3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 21：49．7	 50．6�
710 マイネルアルティマ 牡4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 474＋ 31：49．91
 24．4�
11 サ ン グ ッ プ 牡5栗 57 四位 洋文加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 482＋ 41：50．21	 12．0�
67 マンインザムーン 牡3芦 54 北村 宏司 	社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500＋ 8 〃 クビ 2．5

68 カルトマリーヌ 牝6鹿 55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 454－ 61：50．3� 105．9�
811 インパルション 牡4鹿 57 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 464－ 2 〃 ハナ 13．4�
55 トーセンツリー 牡3芦 54 黛 弘人島川 哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 41：50．4クビ 5．2�
22 �� タツスティンガー 牡4鹿 56 丸山 元気 �アールエスエーカントリ鮫島 一歩 豪 Woodside Park

Stud Pty Ltd 512－ 81：50．61� 178．3�
79 シェイクザバーレイ 牡3鹿 54 藤田 伸二 	サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534＋10 〃 アタマ 11．0�
33 ウインデスティニー 牡3栗 54 古川 吉洋�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 424± 01：50．81 37．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，362，700円 複勝： 38，365，800円 枠連： 13，269，600円
馬連： 44，969，700円 馬単： 33，248，600円 ワイド： 22，899，900円
3連複： 61，641，600円 3連単： 122，535，900円 計： 361，293，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 270円 � 190円 � 750円 枠 連（5－8） 840円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 5，370円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 33，550円 3 連 単 ��� 155，650円

票 数

単勝票数 計 243627 的中 � 26090（4番人気）
複勝票数 計 383658 的中 � 38814（4番人気）� 66138（2番人気）� 10788（9番人気）
枠連票数 計 132696 的中 （5－8） 11692（3番人気）
馬連票数 計 449697 的中 �� 12962（10番人気）
馬単票数 計 332486 的中 �� 5107（18番人気）
ワイド票数 計 228999 的中 �� 5878（11番人気）�� 1024（44番人気）�� 1711（34番人気）
3連複票数 計 616416 的中 ��� 1356（88番人気）
3連単票数 計1225359 的中 ��� 581（419番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．2―13．3―13．0―12．1―12．0―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．7―49．0―1：02．0―1：14．1―1：26．1―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．5
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンレジェンド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．3 東京1着

2010．1．27生 牡3栗 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト 4戦2勝 賞金 17，194，000円
〔発走状況〕 インパルション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 インパルション号は，発走調教再審査。
※カルトマリーヌ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17059 6月29日 曇 良 （25函館1）第5日 第11競走 ��
��1，200�T V h 杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．6．30以降25．6．23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

テレビ北海道賞（1着）
賞 品

本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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

69 ファインチョイス 牝4鹿 55 岩田 康誠宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 460± 01：08．1 2．4�
22 アットウィル 牡3栗 53 三浦 皇成宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 488＋ 61：08．31� 5．3�
46 ニシノビークイック 牡4栗 57．5 丹内 祐次西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 482－ 21：08．62 10．1�
57 セイクレットレーヴ 牡4鹿 57．5 丸山 元気嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 464－ 6 〃 ハナ 11．1�
45 バートラムガーデン 牝4鹿 54 津村 明秀�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 454－12 〃 ハナ 15．1�
711 ブルームーンピサ 牝6芦 54 四位 洋文市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B486＋121：08．7クビ 16．6	
58 エクセルシオール 牡4栗 57．5 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 2 〃 アタマ 14．1

34 ビ ス カ ヤ 牝7黒鹿52 荻野 琢真山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 434＋121：08．91 86．3�
813 クレバーサンデー 牡6鹿 55 松田 大作�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 478－ 6 〃 アタマ 70．9�
610 ダンスファンタジア 牝5鹿 55 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 クビ 10．3
712 エ ス カ ー ダ 牡6青鹿53 小林 徹弥山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 472－ 21：09．0� 67．9�
11 セレスマジェスティ �6黒鹿54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 榊原 敏明 B478－ 61：09．1	 49．0�
814
 キョウエイバサラ 牡5芦 55 川須 栄彦田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 514－ 4 〃 同着 13．1�
33 ホクセツダンス 牝5栗 54 藤田 伸二平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 454＋ 81：09．2	 33．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，925，500円 複勝： 75，584，800円 枠連： 34，227，800円
馬連： 151，863，000円 馬単： 89，279，800円 ワイド： 62，219，700円
3連複： 225，059，700円 3連単： 405，956，200円 計： 1，091，116，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 160円 � 240円 枠 連（2－6） 650円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 320円 �� 580円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 9，100円

票 数

単勝票数 計 469255 的中 � 157324（1番人気）
複勝票数 計 755848 的中 � 195217（1番人気）� 125680（2番人気）� 64131（3番人気）
枠連票数 計 342278 的中 （2－6） 39040（2番人気）
馬連票数 計1518630 的中 �� 144592（1番人気）
馬単票数 計 892798 的中 �� 49902（1番人気）
ワイド票数 計 622197 的中 �� 53657（1番人気）�� 25977（5番人気）�� 12899（12番人気）
3連複票数 計2250597 的中 ��� 60888（2番人気）
3連単票数 計4059562 的中 ��� 32945（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．9―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．6―45．0―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．5
3 8（9，14）（2，5，13）12（3，4，11）（1，6，10）－7 4 8，9（2，5，14）13（3，12，11）（1，4，6，10）7

勝馬の
紹 介

ファインチョイス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．7．23 函館1着

2009．1．24生 牝4鹿 母 アフレタータ 母母 チャイナブリーズ 15戦4勝 賞金 81，546，000円

17060 6月29日 曇 良 （25函館1）第5日 第12競走 ��
��2，000�

と う や こ

洞 爺 湖 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 スーパームーン 牡4青鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516＋ 82：03．4 3．8�
710 ダノンジェラート 牡4鹿 57 三浦 皇成�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480－ 62：03．5� 1．6�
22 ゼ ロ ス 牡4鹿 57 丸山 元気杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 504－ 42：03．6� 6．5�
11 メジロマリアン 牝7芦 55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 492－ 22：03．81� 138．7�
56 	 コモノドラゴン 牡5栗 57 川須 栄彦永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 490＋ 8 〃 ハナ 14．5�
33 	 ダブルオーセブン 牡5黒鹿57 木幡 初広久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 484－ 42：03．9
 65．1	
811 コスモバタフライ 牝5黒鹿55 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 484＋ 22：04．11� 18．6�
79 アールシネマスタア �5栗 57 田中 博康星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 494＋ 22：04．31� 178．4�
55 スズカゲイル 牡8鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 小島牧場 424＋ 62：04．4クビ 258．8
67 キタサンパイロット 牡4鹿 57 松田 大作
大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 466－ 42：04．61� 26．7�
68 シャイニーダンディ 牡5青鹿57 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド B472＋ 2 〃 クビ 165．6�
812	 ニチリンローレル 牡5栗 57 村田 一誠岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 510＋ 62：04．81� 219．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，818，700円 複勝： 60，354，100円 枠連： 15，991，000円
馬連： 71，136，300円 馬単： 60，922，700円 ワイド： 33，406，200円
3連複： 99，993，300円 3連単： 269，169，400円 計： 649，791，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（4－7） 230円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 140円 �� 280円 �� 260円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 2，460円

票 数

単勝票数 計 388187 的中 � 80986（2番人気）
複勝票数 計 603541 的中 � 136357（2番人気）� 256163（1番人気）� 61074（3番人気）
枠連票数 計 159910 的中 （4－7） 53394（1番人気）
馬連票数 計 711363 的中 �� 216569（1番人気）
馬単票数 計 609227 的中 �� 65087（2番人気）
ワイド票数 計 334062 的中 �� 81346（1番人気）�� 24744（3番人気）�� 27093（2番人気）
3連複票数 計 999933 的中 ��� 157881（1番人気）
3連単票数 計2691694 的中 ��� 80862（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―37．6―50．6―1：03．6―1：16．5―1：29．0―1：40．9―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．4
1
3
6，10，2，4（1，5）－（8，9）11，3，12－7・（6，10）4（2，5）11，1（9，12）（8，3）7

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

勝馬の
紹 介

スーパームーン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2011．10．22 東京5着

2009．4．28生 牡4青鹿 母 フェアリーバラード 母母 Angelic Song 15戦4勝 賞金 64，923，000円



（25函館1）第5日 6月29日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 141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

178，580，000円
2，080，000円
7，350，000円
1，280，000円
15，300，000円
49，206，500円
3，666，000円
1，353，600円

勝馬投票券売得金
269，090，600円
468，897，700円
128，045，100円
504，588，300円
387，245，900円
251，344，100円
721，716，900円
1，515，002，400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 4，245，931，000円

総入場人員 4，060名 （有料入場人員 3，594名）
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