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20025 7月13日 晴 良 （25函館2）第3日 第1競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・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
58．6
57．7

良
重

11 フクノドリーム 牝2栗 54
52 △横山 和生福島 実氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 474－ 4 58．6 1．6�

55 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 490－ 4 59．66 34．6�
44 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 440＋ 8 59．7� 5．7�
33 アイナマーリエ 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 472－ 21：00．23 17．5�
810 コスモラヴモア 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 458－ 6 〃 クビ 8．0	
22 フ ァ ビ ン 牝2鹿 54 村田 一誠桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 450± 01：00．73 140．0

78 � サリレモンド 牡2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 和田 正道 米

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

496－ 61：01．65 7．2�
89 ワイドアミーゴ 牝2栗 54 大野 拓弥幅田 京子氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 412－ 41：01．7クビ 42．8�
77 ディアエトワール 牡2栗 54 吉田 隼人ディアレスト 的場 均 新ひだか 山際 智 448－ 2 〃 クビ 31．6
66 コスモクラヴィス 牡2鹿 54 丸山 元気岡田 繁幸氏 和田 正道 新冠 対馬 正 488－101：02．23 75．4�
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売 得 金
単勝： 17，543，900円 複勝： 42，586，000円 枠連： 5，306，900円
馬連： 22，654，900円 馬単： 24，645，200円 ワイド： 13，441，700円
3連複： 34，145，200円 3連単： 74，478，500円 計： 234，802，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 510円 � 160円 枠 連（1－5） 3，330円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 870円 �� 200円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 15，250円

票 数

単勝票数 計 175439 的中 � 91915（1番人気）
複勝票数 計 425860 的中 � 232059（1番人気）� 9470（6番人気）� 47738（3番人気）
枠連票数 計 53069 的中 （1－5） 1177（9番人気）
馬連票数 計 226549 的中 �� 5924（9番人気）
馬単票数 計 246452 的中 �� 4325（13番人気）
ワイド票数 計 134417 的中 �� 3325（8番人気）�� 22339（1番人気）�� 2074（15番人気）
3連複票数 計 341452 的中 ��� 8844（10番人気）
3連単票数 計 744785 的中 ��� 3605（49番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―34．8―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フクノドリーム �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2013．6．22 函館2着

2011．3．30生 牝2栗 母 キャニオンリリー 母母 ミスフアピー 2戦1勝 賞金 7，800，000円

20026 7月13日 晴 良 （25函館2）第3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）

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
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

813 トゥザレジェンド 牝3栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：46．9 1．7�
812 フリティラリア 牝3芦 54

52 △横山 和生有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－ 21：47．22 27．8�

44 マキアージュシチー 牝3鹿 54 武 豊 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 日高大洋牧場 462＋ 2 〃 ハナ 7．0�
56 ルミアージュ 牝3栗 54 松田 大作 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B496＋ 41：47．73 17．2�
69 ティアップサニー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 466－ 2 〃 ハナ 4．1	
45 ナ ト ゥ ー ラ 牝3鹿 54 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 日高 オリオンファーム 434＋ 41：47．9� 132．3

22 ナデシコノハナ 牝3栗 54 丹内 祐次石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 444＋ 41：48．32� 13．5�
711 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± 01：48．51� 71．5�
33 ヤマニンクレマ 牝3栗 54 古川 吉洋土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 466＋101：48．6クビ 48．1
68 ティアサンシャイン 牝3青鹿54 丸田 恭介岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 490＋ 6 〃 クビ 66．8�
57 ヤマニンサッチェル 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 428± 01：48．92 43．4�
710 デルマアマノジャク 牝3芦 54 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 438± 01：49．75 85．8�
11 サンレイジェム 牝3芦 54 荻野 琢真永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 464＋ 61：50．97 242．1�
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売 得 金
単勝： 14，957，500円 複勝： 33，586，700円 枠連： 6，433，300円
馬連： 21，460，800円 馬単： 19，938，500円 ワイド： 13，489，200円
3連複： 33，205，900円 3連単： 64，986，600円 計： 208，058，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 380円 � 190円 枠 連（8－8） 1，850円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 700円 �� 380円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 17，200円

票 数

単勝票数 計 149575 的中 � 72609（1番人気）
複勝票数 計 335867 的中 � 165918（1番人気）� 12239（6番人気）� 31767（3番人気）
枠連票数 計 64333 的中 （8－8） 2567（8番人気）
馬連票数 計 214608 的中 �� 7558（7番人気）
馬単票数 計 199385 的中 �� 6117（7番人気）
ワイド票数 計 134892 的中 �� 4725（8番人気）�� 9835（2番人気）�� 1054（27番人気）
3連複票数 計 332059 的中 ��� 5294（14番人気）
3連単票数 計 649866 的中 ��� 2789（45番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―12．2―13．0―12．8―12．2―12．6―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．9―42．9―55．7―1：07．9―1：20．5―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．0
1
3
6，9，4，10（3，7）－13，2－（12，8）－11－5＝1
6，9，13（4，3，2）－（12，8，10）－（7，5）－11＝1

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

勝馬の
紹 介

トゥザレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．25 京都4着

2010．4．5生 牝3栗 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔調教再審査〕 ヤマニンクレマ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。

第２回 函館競馬 第３日



20027 7月13日 晴 良 （25函館2）第3日 第3競走 ��2，600�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
2：39．4
2：37．3

良
良

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± 02：44．7 7．3�
77 レッドオーディン 牡3鹿 56 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 442－ 6 〃 クビ 2．8�
810 ワッペンジュニア 牡3青鹿56 大野 拓弥有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 456－ 22：44．91� 4．3�
55 フ ロ レ ン ト 牡3黒鹿56 丸田 恭介杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム 456± 02：45．21� 4．4�
89 ルルドノヒトミ 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞爺湖 メジロ牧場 500＋ 22：45．41� 30．6	
44 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 480＋ 42：45．61� 7．7

11 シュペトレーゼ 牝3鹿 54 田中 博康 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 454＋122：46．66 61．5�
66 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 482＋ 22：46．81 11．4�
33 ローレルナガバナシ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ローレルレーシング 清水 英克 浦河 グランデファーム B464＋ 22：46．9� 31．8
78 テ ン カ イ チ 牡3鹿 56 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 448－ 22：47．75 116．2�
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売 得 金
単勝： 14，315，700円 複勝： 27，945，500円 枠連： 4，994，800円
馬連： 21，281，300円 馬単： 15，877，100円 ワイド： 11，611，000円
3連複： 28，496，000円 3連単： 57，506，100円 計： 182，027，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 190円 � 140円 � 160円 枠 連（2－7） 1，130円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 430円 �� 580円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 12，270円

票 数

単勝票数 計 143157 的中 � 15497（4番人気）
複勝票数 計 279455 的中 � 35926（5番人気）� 58042（1番人気）� 48789（3番人気）
枠連票数 計 49948 的中 （2－7） 3263（5番人気）
馬連票数 計 212813 的中 �� 12609（4番人気）
馬単票数 計 158771 的中 �� 4129（13番人気）
ワイド票数 計 116110 的中 �� 6514（6番人気）�� 4597（9番人気）�� 11478（1番人気）
3連複票数 計 284960 的中 ��� 12549（5番人気）
3連単票数 計 575061 的中 ��� 3461（44番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―13．2―13．0―12．6―13．4―13．6―13．3―12．6―12．2―11．8―11．7―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�
12．9―25．2―38．4―51．4―1：04．0―1：17．4―1：31．0―1：44．3―1：56．9―2：09．1―2：20．9―2：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーヴェリックス �
�
父 Smart Strike �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．12 札幌3着

2010．3．2生 牝3鹿 母 エ ル ノ ヴ ァ 母母 シンコウエルメス 9戦1勝 賞金 9，600，000円

20028 7月13日 晴 良 （25函館2）第3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

57 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 490－ 21：45．5 1．8�

68 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± 01：46．56 14．2�
56 プラスティックボム 牡3鹿 56 勝浦 正樹 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 494± 01：47．35 103．1�
812 ベストブライアン 牡3黒鹿56 村田 一誠岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 434± 01：47．72� 33．4�
45 メジャープレゼンス 牡3栗 56 菅原 隆一 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 512＋ 81：47．8� 56．2	
44 クリノコトノオー 牡3鹿 56 丸田 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 466＋ 61：48．01� 11．0

710 ヤマニンイリーズ 牡3栗 56 柴山 雄一土井 薫氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 B526－ 21：48．31� 108．0�
813 エーティーダンガン 牡3青鹿 56

53 ▲城戸 義政荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 468＋ 4 〃 ハナ 82．3�
69 ゴールデンリーフ 牝3鹿 54 小林 徹弥冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 426－ 21：49．36 200．8
11 トーホウリンドウ 牝3黒鹿54 黛 弘人東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 片山牧場 B462－ 61：49．93� 131．9�
711	 マイネアラベスク 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 仏 Mr Slim
Chiboub 448＋ 2 〃 クビ 145．6�

33 	 エアサラディン 牡3鹿 56 松田 大作 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 478＋ 21：51．17 53．8�

22 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 524－ 2 （競走中止） 2．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，434，100円 複勝： 41，162，600円 枠連： 7，588，800円
馬連： 22，903，700円 馬単： 21，239，800円 ワイド： 12，000，400円
3連複： 34，053，400円 3連単： 78，526，700円 計： 233，909，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 210円 � 1，510円 枠 連（5－6） 790円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，600円 �� 5，700円

3 連 複 ��� 13，220円 3 連 単 ��� 34，380円

票 数

単勝票数 計 164341 的中 � 75699（1番人気）
複勝票数 計 411626 的中 � 258469（1番人気）� 28706（3番人気）� 2579（10番人気）
枠連票数 計 75888 的中 （5－6） 7107（5番人気）
馬連票数 計 229037 的中 �� 24808（2番人気）
馬単票数 計 212398 的中 �� 15445（4番人気）
ワイド票数 計 120004 的中 �� 14616（2番人気）�� 1671（16番人気）�� 452（38番人気）
3連複票数 計 340534 的中 ��� 1902（29番人気）
3連単票数 計 785267 的中 ��� 1686（87番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―12．1―12．5―12．9―12．3―12．3―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．2―42．7―55．6―1：07．9―1：20．2―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクプリンス �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．5．26 京都4着

2010．3．22生 牡3鹿 母 ヒラボクキャロル 母母 チョウカイキャロル 4戦1勝 賞金 8，350，000円
〔騎手変更〕 エーティーダンガン号の騎手上村洋行は，病気のため城戸義政に変更。
〔競走中止〕 プロミネントロール号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エアサラディン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月13日まで平地競

走に出走できない。



20029 7月13日 晴 良 （25函館2）第3日 第5競走 ��
��1，200�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
1：09．3
1：07．8

良
良

33 マイネルフォルス 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―1：10．7 5．3�

55 ヤマノハヤブサ 牡2黒鹿54 四位 洋文山泉 恵宥氏 昆 貢 日高 天羽 禮治 458 ―1：10．8� 1．3�
44 ノースショアビーチ 牡2鹿 54 村田 一誠�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム 466 ―1：11．75 5．5�
11 グレイスビクトリア 牝2栗 54 津村 明秀飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 426 ―1：12．12� 18．9�
22 キクノリーガ 牝2鹿 54 秋山真一郎菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 398 ―1：13．16 15．5�

（5頭）

売 得 金
単勝： 21，372，600円 複勝： 39，041，000円 枠連： 発売なし
馬連： 13，404，900円 馬単： 20，995，700円 ワイド： 6，048，000円
3連複： 16，631，200円 3連単： 94，946，200円 計： 212，439，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 130円 �� 200円 �� 130円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 2，070円

票 数

単勝票数 計 213726 的中 � 32233（2番人気）
複勝票数 計 390410 的中 � 39798（2番人気）� 290881（1番人気）
馬連票数 計 134049 的中 �� 48838（1番人気）
馬単票数 計 209957 的中 �� 17737（3番人気）
ワイド票数 計 60480 的中 �� 14020（1番人気）�� 5792（4番人気）�� 12957（2番人気）
3連複票数 計 166312 的中 ��� 58376（1番人気）
3連単票数 計 949462 的中 ��� 33986（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．9―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．1―47．0―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．6
3 1（3，5）－4＝2 4 ・（1，3，5）＝4＝2

勝馬の
紹 介

マイネルフォルス 	


父 ゴールドアリュール 	



母父 ポリッシュネイビー 初出走

2011．4．11生 牡2鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20030 7月13日 晴 良 （25函館2）第3日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
57．1

重
稍重

56 ケイリンチャンプ 牡3鹿 56 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 490－ 4 58．4 1．6�
33 バクシンパワー �3鹿 56

53 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 462± 0 58．93 5．7�
22 ヒカリマサムネ 牡3栗 56 大野 拓弥�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 456－ 4 59．75 4．0�
68 プレシャスデイズ 牝3栗 54

52 △横山 和生 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 422－ 41：00．23 66．4�

811 ドニゼッティ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444＋ 41：00．41� 34．4	

79 インペリウム 牡3鹿 56 松田 大作小村アセットM� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 468－121：00．61 130．5

55 スリーサンローズ 牝3栗 54 古川 吉洋永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 420＋ 2 〃 ハナ 257．1�
710 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 B458＋ 6 〃 クビ 34．1�
67 マルトクスパート 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 458－101：00．91� 12．0
11 メイショウバイシ 牝3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 三嶋牧場 406± 0 〃 クビ 35．3�
44 フレンドリーゼウス 牡3栗 56 柴山 雄一増山 武志氏 中川 公成 浦河 山春牧場 444－ 21：01．0� 182．4�
812 クイニーアマン 牝3栗 54 小林 徹弥新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 424＋ 61：01．1クビ 375．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，845，800円 複勝： 38，710，800円 枠連： 6，248，700円
馬連： 23，572，600円 馬単： 21，260，100円 ワイド： 13，063，400円
3連複： 34，990，200円 3連単： 85，158，500円 計： 240，850，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（3－5） 390円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 160円 �� 150円 �� 230円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，110円

票 数

単勝票数 計 178458 的中 � 88753（1番人気）
複勝票数 計 387108 的中 � 219621（1番人気）� 53093（3番人気）� 58038（2番人気）
枠連票数 計 62487 的中 （3－5） 12134（2番人気）
馬連票数 計 235726 的中 �� 49350（2番人気）
馬単票数 計 212601 的中 �� 28651（2番人気）
ワイド票数 計 130634 的中 �� 22224（2番人気）�� 24130（1番人気）�� 11897（3番人気）
3連複票数 計 349902 的中 ��� 79901（1番人気）
3連単票数 計 851585 的中 ��� 56646（2番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．8―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイリンチャンプ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．6．2 阪神8着

2010．3．17生 牡3鹿 母 マリンフェスタ 母母 ロングチアーズ 4戦1勝 賞金 8，200，000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 カンタベリーリュウ号



20031 7月13日 晴 良 （25函館2）第3日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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

813� アスターピース 牡4栗 57 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 様似 猿倉牧場 480－ 61：45．4 6．7�
56 ハードロッカー �4黒鹿57 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 448－ 21：45．82� 12．8�
711 サ ナ シ オ ン 牡4鹿 57 藤田 伸二 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464－ 81：46．11	 2．4�
33 アポロダッシュ 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 460＋ 41：46．2� 7．7�
22 ペガサスヒルズ 牡6栗 57 吉田 隼人吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B470＋ 21：46．52 19．0�
710 ロックシンガー 牡4鹿 57 津村 明秀�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 488－121：46．6� 29．1	
812 キョウエイヒドラ 牝5栗 55 三浦 皇成田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 488± 01：46．7	 329．3

68 ナリタロック 牡3栗 54 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 486－ 21：46．9	 3．8�
45 ミッキーバルーン 牡4栗 57 岩田 康誠野田みづき氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 486－ 2 〃 アタマ 28．1
44 サ チ ゴ ロ ウ 牡3栗 54 丸山 元気小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 482＋ 21：47．0	 18．5�
57 ナンゴクユニバース 牡4鹿 57

55 △横山 和生渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 桜井牧場 464＋201：47．85 95．7�
11 ロレーヌクロス 牡3鹿 54 松山 弘平有限会社シルク加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490－ 21：48．01 33．8�
69 ディアボンボン 牡4鹿 57 松田 大作ディアレスト 水野 貴広 新冠 中本 隆志 B474－ 41：48．85 381．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，340，600円 複勝： 29，876，300円 枠連： 7，455，100円
馬連： 27，187，400円 馬単： 19，425，500円 ワイド： 15，661，000円
3連複： 40，397，000円 3連単： 67，176，900円 計： 225，519，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 320円 � 130円 枠 連（5－8） 2，710円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 970円 �� 330円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 18，460円

票 数

単勝票数 計 183406 的中 � 21666（3番人気）
複勝票数 計 298763 的中 � 40374（4番人気）� 17757（6番人気）� 86329（1番人気）
枠連票数 計 74551 的中 （5－8） 2034（14番人気）
馬連票数 計 271874 的中 �� 7343（11番人気）
馬単票数 計 194255 的中 �� 2790（18番人気）
ワイド票数 計 156610 的中 �� 3690（13番人気）�� 12924（2番人気）�� 5740（7番人気）
3連複票数 計 403970 的中 ��� 12099（6番人気）
3連単票数 計 671769 的中 ��� 2687（48番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．5―13．0―12．8―12．2―12．2―12．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．5―43．5―56．3―1：08．5―1：20．7―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�アスターピース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2009．5．14生 牡4栗 母 アイリッシュピース 母母 アイリッシュダンス 4戦1勝 賞金 10，000，000円
初出走 JRA

※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 ジョーラプター号

20032 7月13日 晴 良 （25函館2）第3日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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
1：08．0
1：06．5

良
良

22 ヘリオスフィア 牡4黒鹿57 武 豊岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B468－ 21：09．7 20．3�
78 トランドネージュ 牝4栗 55 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 494＋ 21：09．91� 2．0�
11 � サンライズサルーテ 牡5鹿 57 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 450－ 4 〃 クビ 8．8�
811� ウェルトレインド �4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 村本牧場 462－ 21：10．0クビ 20．4�
33 サマーハピネス 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 506－ 61：10．1	 9．1	
79 メイショウヒメユリ 牝4青鹿55 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 424－ 41：10．2	 25．1

55 � ヤギリエスペランサ 牝5栗 55 大野 拓弥内田ヤエ子氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 516＋141：10．3クビ 127．4�
66 トーセンエジンバラ 牡3栗 54

52 △横山 和生島川 �哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 478＋ 21：10．62 16．0
67 ダークアイリス 牝4栗 55 松田 大作中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 496－ 81：10．92 4．6�
810 デルマスナカケババ 牝3黒鹿52 松山 弘平浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 476＋ 4 〃 クビ 11．2�
44 � サ ル タ ヒ コ �4栗 57 柴山 雄一松田 整二氏 畠山 重則 千歳 社台ファーム 536＋ 41：13．2大差 150．0�
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売 得 金
単勝： 15，854，200円 複勝： 26，617，800円 枠連： 6，642，200円
馬連： 23，752，400円 馬単： 20，552，400円 ワイド： 14，159，800円
3連複： 34，148，000円 3連単： 73，634，400円 計： 215，361，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 430円 � 110円 � 220円 枠 連（2－7） 1，550円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，530円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 32，470円

票 数

単勝票数 計 158542 的中 � 6176（7番人気）
複勝票数 計 266178 的中 � 9582（8番人気）� 112038（1番人気）� 24874（4番人気）
枠連票数 計 66422 的中 （2－7） 3183（7番人気）
馬連票数 計 237524 的中 �� 13142（5番人気）
馬単票数 計 205524 的中 �� 2895（18番人気）
ワイド票数 計 141598 的中 �� 7133（5番人気）�� 1991（19番人気）�� 14927（2番人気）
3連複票数 計 341480 的中 ��� 7932（12番人気）
3連単票数 計 736344 的中 ��� 1674（109番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―46．0―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘリオスフィア �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2011．8．20 新潟15着

2009．2．28生 牡4黒鹿 母 ファキューラ 母母 Be Bright 21戦2勝 賞金 15，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サルタヒコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月13日まで平地競走に

出走できない。



20033 7月13日 晴 良 （25函館2）第3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 セ ン キ 牡4鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 468－ 61：44．9 1．6�
56 � シンボリエンパイア 牡4黒鹿57 四位 洋文シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada 524－ 21：45．32	 4．0�
33 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 448－ 41：45．4	 15．2�
57 ゴールドルースター 牡5鹿 57 丸山 元気吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 470－ 41：46．14 48．6�
813 セルリアンサーロス 牡3栗 54 丸田 恭介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 498＋ 21：46．2
 27．3	
68 バイタルフォルム 牡3黒鹿54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 486＋ 81：46．52 49．9

711 マイネルドメニカ 牡4栗 57 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 502＋ 21：47．03 82．6�
69 スズカアドニス 牡3栗 54 松田 大作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 474＋121：47．31
 43．4�
45 ウォーターポルトス 牡3栗 54 柴山 雄一山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 500± 01：47．72	 51．8
44 メイショウトラクマ 牡3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 522＋121：48．01
 8．1�
22 � リスキータイム 牡6鹿 57 小林 徹弥�アイテツ 森 秀行 新ひだか カタオカステーブル 482± 01：48．42	 420．9�
11 � メイショウオトコギ �4栗 57

56 ☆菱田 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 446－ 41：49．14 276．2�
710�� レッドガナドーラ 牝4黒鹿 55

53 △横山 和生 �東京ホースレーシング 国枝 栄 米 Don L. Ming 516＋121：56．5大差 23．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，324，000円 複勝： 62，306，300円 枠連： 11，816，200円
馬連： 38，462，100円 馬単： 33，308，000円 ワイド： 20，361，100円
3連複： 56，729，100円 3連単： 130，359，700円 計： 375，666，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（5－8） 250円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 150円 �� 280円 �� 400円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，610円

票 数

単勝票数 計 223240 的中 � 113339（1番人気）
複勝票数 計 623063 的中 � 387809（1番人気）� 89191（2番人気）� 43089（3番人気）
枠連票数 計 118162 的中 （5－8） 35447（1番人気）
馬連票数 計 384621 的中 �� 111963（1番人気）
馬単票数 計 333080 的中 �� 65855（1番人気）
ワイド票数 計 203611 的中 �� 44741（1番人気）�� 16334（3番人気）�� 10116（4番人気）
3連複票数 計 567291 的中 ��� 76461（1番人気）
3連単票数 計1303597 的中 ��� 60043（1番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．5―12．3―12．7―12．9―12．9―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．2―41．5―54．2―1：07．1―1：20．0―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セ ン キ �
�
父 アルカセット �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2011．11．20 東京5着

2009．4．6生 牡4鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ 19戦3勝 賞金 46，196，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドガナドーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月13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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ケンタッキーロード号・スタンドバイミー号
（非抽選馬） 1頭 テンエイエンドレス号

20034 7月13日 晴 良 （25函館2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

お お も り は ま

大 森 浜 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 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

78 ヤマイチパートナー 牡3栗 54 武 豊坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 494＋ 42：01．6 3．3�
44 � アルティスト 牡6鹿 57 四位 洋文塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 486－ 2 〃 ハナ 3．7�
66 � 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 506＋ 6 〃 ハナ 4．9�
11 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 476＋ 22：02．02	 15．4�
810 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 486＋ 42：02．1	 15．0�
22 ピタゴラスコンマ 牡4鹿 57 大野 拓弥髙瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 522＋ 4 〃 クビ 9．6	
67 コスモユウチャン 牡4鹿 57 三浦 皇成 
ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 466± 0 〃 ハナ 12．0�
79 サトノレオパード 
4鹿 57 藤田 伸二里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 494－242：02．31� 9．5�
811 アグネスローザ 牝4鹿 55 丸山 元気渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 430± 0 〃 ハナ 187．7
33 チャームドライフ 牡6黒鹿57 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 466－ 2 〃 ハナ 211．1�
55 ネヴァーハーツ 牝4栃栗55 岩田 康誠廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 474＋102：04．1大差 22．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，189，800円 複勝： 40，909，900円 枠連： 13，215，200円
馬連： 48，504，500円 馬単： 32，374，300円 ワイド： 23，382，700円
3連複： 68，151，200円 3連単： 135，952，000円 計： 386，679，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（4－7） 470円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 330円 �� 370円 �� 250円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 241898 的中 � 58617（1番人気）
複勝票数 計 409099 的中 � 67214（3番人気）� 99579（1番人気）� 72650（2番人気）
枠連票数 計 132152 的中 （4－7） 20906（3番人気）
馬連票数 計 485045 的中 �� 46594（3番人気）
馬単票数 計 323743 的中 �� 16758（2番人気）
ワイド票数 計 233827 的中 �� 16937（2番人気）�� 14975（3番人気）�� 25659（1番人気）
3連複票数 計 681512 的中 ��� 62399（1番人気）
3連単票数 計1359520 的中 ��� 25135（1番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．4―12．5―12．8―12．3―12．1―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―36．1―48．6―1：01．4―1：13．7―1：25．8―1：37．6―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマイチパートナー �
�
父 サムライハート �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．11．25 京都5着

2010．4．24生 牡3栗 母 トップペンダント 母母 ス プ リ ー ム 9戦2勝 賞金 19，466，000円



20035 7月13日 晴 良 （25函館2）第3日 第11競走 ��
��1，200�函館スポニチ賞

発走15時25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

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

11 ストレイトガール 牝4鹿 55 岩田 康誠廣崎 玲子氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 446± 01：09．3 1．7�
66 � ユールフェスト 牝4青鹿55 三浦 皇成 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey B460± 01：09．4	 4．1�
33 ゴーイングパワー 牡4鹿 57 松田 大作林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 480＋ 61：09．72 5．0�
44 サ ク ラ ベ ル 牝5栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 490＋ 2 〃 クビ 26．9�
22 シゲルシゲザネ 牡6鹿 57 秋山真一郎森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 488＋ 61：09．8	 13．1	
77 ジョージジョージ 牡3栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 444－ 21：10．01
 70．8

88 ツクバリンカーン 牡3芦 54 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 526＋ 41：10．1� 16．6�
55 カナエチャン 牝5青鹿55 武 豊瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 448－ 61：10．52	 31．1
89 ワンモアジョー 牡6鹿 57 村田 一誠河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 470－ 41：10．6	 94．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，858，300円 複勝： 65，296，700円 枠連： 17，291，100円
馬連： 84，525，200円 馬単： 72，381，800円 ワイド： 33，447，800円
3連複： 113，159，700円 3連単： 360，621，800円 計： 783，582，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（1－6） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 150円 �� 160円 �� 250円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 990円

票 数

単勝票数 計 368583 的中 � 171863（1番人気）
複勝票数 計 652967 的中 � 336327（1番人気）� 106779（2番人気）� 77722（3番人気）
枠連票数 計 172911 的中 （1－6） 50453（1番人気）
馬連票数 計 845252 的中 �� 228940（1番人気）
馬単票数 計 723818 的中 �� 126918（1番人気）
ワイド票数 計 334478 的中 �� 68611（1番人気）�� 53802（2番人気）�� 27180（3番人気）
3連複票数 計1131597 的中 ��� 241053（1番人気）
3連単票数 計3606218 的中 ��� 270252（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―11．8―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．7―46．5―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストレイトガール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．8．21 札幌11着

2009．3．12生 牝4鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 14戦4勝 賞金 46，390，000円

20036 7月13日 晴 良 （25函館2）第3日 第12競走 ��1，800�
ゆ の は ま

湯 浜 特 別
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

611 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 466－ 21：49．4 40．5�
11 スリーアフロディテ 牝4鹿 55 岩田 康誠永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 498－ 61：49．5� 4．9�
59 ストラスペイ 牝4鹿 55 武 豊 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 ハナ 16．4�
12 ノーブルコロネット 牝3鹿 52 三浦 皇成�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 474＋141：49．81� 6．1�
47 プリュムローズ 牝4鹿 55 古川 吉洋野島 春男氏 庄野 靖志 日高 野島牧場 472－ 61：50．01� 17．5	
612 キョウワレイ 牝4鹿 55 吉田 隼人�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 470＋ 4 〃 クビ 82．9

815 フロアクラフト 牝3黒鹿52 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：50．1クビ 2．2�
816 アラドヴァル 牝4青 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 ハナ 6．8�
713 アイズオンリー 牝3芦 52 秋山真一郎 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：50．2� 22．0
23 ダノンビーナス 牝3鹿 52 横山 和生�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 416± 01：50．3� 62．8�
510 ダブルファンタジー 牝3栗 52 大野 拓弥安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 488－ 41：50．4� 175．8�
36 アドマイヤエレノア 牝5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 424－14 〃 クビ 31．4�
35 ロゼシャンパーニュ 牝4黒鹿55 柴山 雄一大塚 亮一氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 432＋261：50．61� 297．7�
24 メジロミドウ 牝5黒鹿55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 456＋ 6 〃 クビ 190．2�
48 ウ ア ジ ェ ト 牝5黒鹿55 菱田 裕二岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 492＋ 41：50．7� 51．3�
714	 エクスレジェーラ 牝4黒鹿55 松田 大作山住 勲氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 462＋ 81：51．12� 372．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，106，700円 複勝： 60，571，200円 枠連： 24，710，200円
馬連： 74，334，300円 馬単： 49，450，100円 ワイド： 36，023，200円
3連複： 107，431，600円 3連単： 201，783，100円 計： 590，410，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，050円 複 勝 � 1，010円 � 180円 � 460円 枠 連（1－6） 3，500円

馬 連 �� 7，320円 馬 単 �� 19，130円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 6，440円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 32，350円 3 連 単 ��� 266，400円

票 数

単勝票数 計 361067 的中 � 7036（9番人気）
複勝票数 計 605712 的中 � 12770（9番人気）� 119096（2番人気）� 31264（6番人気）
枠連票数 計 247102 的中 （1－6） 5223（13番人気）
馬連票数 計 743343 的中 �� 7499（23番人気）
馬単票数 計 494501 的中 �� 1908（53番人気）
ワイド票数 計 360232 的中 �� 3100（31番人気）�� 1343（48番人気）�� 8548（11番人気）
3連複票数 計1074316 的中 ��� 2451（80番人気）
3連単票数 計2017831 的中 ��� 559（584番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．7―36．1―48．9―1：01．4―1：13．9―1：26．2―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3
11－（4，15）（2，9）10，5（1，3）8（7，13，14）16（6，12）
11，15（1，4，9）10（2，5，16）8（7，3，13）14（6，12）

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

勝馬の
紹 介

エ デ ィ ン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．1．22 京都1着

2009．3．31生 牝4栗 母 ナインミューズ 母母 リ リ オ 12戦3勝 賞金 25，664，000円
〔騎手変更〕 キョウワレイ号の騎手上村洋行は，病気のため吉田隼人に変更。



（25函館2）第3日 7月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 136頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

164，330，000円
8，540，000円
1，180，000円
13，530，000円
46，696，500円
3，536，000円
1，305，600円

勝馬投票券売得金
256，143，200円
508，610，800円
111，702，500円
422，044，100円
351，448，500円
212，689，300円
601，538，500円
1，425，130，500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 3，889，307，400円

総入場人員 4，397名 （有料入場人員 3，884名）
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