
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

23001 7月27日 曇 稍重 （25函館3）第1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

33 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 492＋ 2 59．7 2．5�
22 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 438－ 21：00．44 2．5�
55 オ ク リ モ ノ 牝2栗 54 柴山 雄一�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 474－ 41：00．5� 5．7�
44 コスモロザラム 牡2鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 B474－ 2 〃 ハナ 18．8�
88 フ ァ ビ ン 牝2鹿 54 吉田 隼人桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 450± 01：00．71� 23．8	
77 ワイドアミーゴ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太幅田 京子氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 412± 01：00．91� 47．1

66 ヒ ュ ウ ガ 牡2鹿 54 古川 吉洋菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 462－ 21：01．64 6．8�
11 ルックアラウンド 牝2栗 54 黛 弘人�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム 442＋ 21：02．45 117．6�
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売 得 金
単勝： 12，951，200円 複勝： 26，176，000円 枠連： 発売なし
馬連： 20，979，000円 馬単： 17，718，700円 ワイド： 10，867，400円
3連複： 27，519，400円 3連単： 71，837，900円 計： 188，049，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 120円 �� 190円 �� 230円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，270円

票 数

単勝票数 計 129512 的中 � 42176（1番人気）
複勝票数 計 261760 的中 � 100407（1番人気）� 88403（2番人気）� 24152（4番人気）
馬連票数 計 209790 的中 �� 66662（1番人気）
馬単票数 計 177187 的中 �� 26645（1番人気）
ワイド票数 計 108674 的中 �� 30402（1番人気）�� 12892（2番人気）�� 9105（3番人気）
3連複票数 計 275194 的中 ��� 58648（1番人気）
3連単票数 計 718379 的中 ��� 42028（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．4―35．3―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアゴッホ 
�
父 マツリダゴッホ 

�
母父 ショウナンカンプ デビュー 2013．6．15 函館3着

2011．4．22生 牡2栗 母 アイリスモレア 母母 ユアアディクト 4戦1勝 賞金 8，800，000円

23002 7月27日 曇 稍重 （25函館3）第1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

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 478－ 81：45．3 1．2�
33 ムテキザセカンド 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 498＋161：45．72� 8．1�
78 ヒキャクノアシ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 454－ 61：46．44 22．9�
811 コスモフォーユー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 三輪牧場 494± 01：47．14 22．4�
810 アドマイヤキンボシ 牡3鹿 56

54 △横山 和生近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 510 ―1：47．2クビ 53．7�
79 スマートウインザー 牡3栗 56 吉田 隼人大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 岡田スタツド 494－ 61：47．3� 68．9	
55 ワイドキング 牡3鹿 56 内田 博幸幅田 昌伸氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 478± 01：47．4� 13．9

22 メジャープレゼンス 牡3栗 56 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 510－ 21：47．61 15．6�
44 スリーサンローズ 牝3栗 54 小林 徹弥永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 418－ 21：48．45 117．0
11 クイニーアマン 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 426＋ 21：48．5クビ 250．7�
67 サーストンララア 牝3鹿 54 黛 弘人齊藤 宣勝氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 クビ 208．4�
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売 得 金
単勝： 18，961，500円 複勝： 53，118，200円 枠連： 4，168，300円
馬連： 18，142，300円 馬単： 21，337，100円 ワイド： 10，234，300円
3連複： 25，466，100円 3連単： 77，437，600円 計： 228，865，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 160円 � 270円 枠 連（3－6） 340円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 180円 �� 280円 �� 780円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 2，520円

票 数

単勝票数 計 189615 的中 � 129975（1番人気）
複勝票数 計 531182 的中 � 405600（1番人気）� 34323（2番人気）� 14609（5番人気）
枠連票数 計 41683 的中 （3－6） 9244（1番人気）
馬連票数 計 181423 的中 �� 41613（1番人気）
馬単票数 計 213371 的中 �� 35906（1番人気）
ワイド票数 計 102343 的中 �� 18156（1番人気）�� 8971（4番人気）�� 2550（9番人気）
3連複票数 計 254661 的中 ��� 19081（3番人気）
3連単票数 計 774376 的中 ��� 22686（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．7―42．7―54．7―1：06．7―1：19．1―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ライフトップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．8．19 札幌3着

2010．4．12生 牡3鹿 母 ダンツクインビー 母母 ダンツシュアー 13戦1勝 賞金 19，800，000円

第３回 函館競馬 第１日



23003 7月27日 曇 良 （25函館3）第1日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時45分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

12 デイドリーマー 牝3鹿 54
53 ☆菱田 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428± 01：10．6 17．8�
11 マイネライムライト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム B436＋ 4 〃 クビ 12．1�
36 ナイスキャッチ 牝3栗 54 丸山 元気吉田 千津氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 418＋ 21：10．7クビ 8．0�
612 ビーフィットウォー 牝3青鹿54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 2 〃 クビ 12．1�
47 アイティコスモス 牝3黒鹿54 津村 明秀一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 むかわ 貞広 賢治 432＋ 21：10．91� 17．1	
714 ラピッズトウショウ 牝3栗 54 田中 博康トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 428－ 21：11．32� 554．6

48 ムジョウノカゼ 牝3栗 54 竹之下智昭國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム 432－ 21：11．51� 284．3�
35 ウォーターシュート 牡3鹿 56 小林 徹弥山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 408－ 81：11．71� 128．4�
23 ムーンメイヴン 牝3鹿 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 2 〃 クビ 1．9
815 ティティベンケイ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政田畑 利彦氏 境 直行 浦河 佐々木 恵一 496＋ 61：11．8� 599．8�
713 チ ャ ー チ ル 	3黒鹿56 内田 博幸多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 鎌田 正嗣 452－18 〃 ハナ 29．9�
24 ヴェネチアンレッド 牝3黒鹿 54

52 △横山 和生村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 428＋ 61：12．01� 197．8�
510 ワールドリーヴァ 牡3鹿 56 川須 栄彦�リーヴァ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム B414＋ 2 〃 クビ 70．1�
816 ラブジョーイ 牝3青鹿54 柴山 雄一増田 陽一氏 星野 忍 新冠 中地 義次 436＋ 21：12．1クビ 4．5�
59 タイセイブロンド 牝3栗 54 上村 洋行田中 成奉氏 羽月 友彦 新ひだか 畠山牧場 462＋ 6 〃 ハナ 110．6�
611 ドリームブレイズ 牡3鹿 56 勝浦 正樹セゾンレースホース� 田島 俊明 安平 追分ファーム 448－101：13．05 82．3�
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売 得 金
単勝： 18，648，300円 複勝： 27，537，300円 枠連： 6，268，300円
馬連： 21，844，300円 馬単： 18，377，800円 ワイド： 13，535，100円
3連複： 32，425，100円 3連単： 59，719，600円 計： 198，355，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 500円 � 280円 � 200円 枠 連（1－1） 6，320円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 10，510円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，740円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 13，440円 3 連 単 ��� 81，170円

票 数

単勝票数 計 186483 的中 � 8287（7番人気）
複勝票数 計 275373 的中 � 12547（7番人気）� 25658（4番人気）� 43017（3番人気）
枠連票数 計 62683 的中 （1－1） 732（19番人気）
馬連票数 計 218443 的中 �� 3217（17番人気）
馬単票数 計 183778 的中 �� 1291（34番人気）
ワイド票数 計 135351 的中 �� 2316（15番人気）�� 1893（19番人気）�� 2936（11番人気）
3連複票数 計 324251 的中 ��� 1781（35番人気）
3連単票数 計 597196 的中 ��� 543（221番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．7―12．0―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デイドリーマー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー 2012．12．8 中山2着

2010．1．25生 牝3鹿 母 ドリームスキーム 母母 Dream Ticket 6戦1勝 賞金 8，400，000円

23004 7月27日 曇 稍重 （25函館3）第1日 第4競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走11時15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

79 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 466＋ 4 59．1 2．3�

44 ゴールドマズル 牡3鹿 56 古川 吉洋河村 祥史氏 土田 稔 登別 ユートピア牧場 454＋10 59．31� 171．6�
67 クリノアンデス 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二栗本 博晴氏 蛯名 利弘 新冠 競優牧場 420＋ 4 〃 アタマ 83．0�
812 マコトクオバディス 牝3鹿 54 三浦 皇成尾田左知子氏 北出 成人 日高 シンボリ牧場 B484＋ 2 59．51� 6．1�
22 アーケオプテリクス 牝3鹿 54 柴山 雄一佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 458－ 2 59．6クビ 23．2�
55 マルトクスパート 牡3鹿 56 小林 徹弥高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 464＋ 6 59．91� 28．1	
56 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 426＋ 41：00．0� 26．4�

33 メ ネ フ ネ 牝3栗 54 黛 弘人藤沼 利夫氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 アタマ 172．1�
11 ポントマイコ 牝3青鹿54 川須 栄彦松本夫佐子氏 伊藤 大士 浦河 桑田牧場 420＋ 21：00．1� 2．2
710 スーサンタイガー 牡3栗 56 上村 洋行林 千枝子氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 452－ 21：00．2クビ 206．5�
811 タガノゴッデス 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 438± 01：00．52 23．4�
68 ダ ル ド �3鹿 56 丹内 祐次岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 392－341：02．110 338．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，350，200円 複勝： 34，937，900円 枠連： 6，148，700円
馬連： 24，594，700円 馬単： 21，863，900円 ワイド： 12，552，700円
3連複： 35，282，100円 3連単： 81，876，400円 計： 232，606，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 2，880円 � 1，140円 枠 連（4－7） 10，630円

馬 連 �� 11，510円 馬 単 �� 14，730円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 980円 �� 27，440円

3 連 複 ��� 61，130円 3 連 単 ��� 194，300円

票 数

単勝票数 計 153502 的中 � 54578（2番人気）
複勝票数 計 349379 的中 � 165197（1番人気）� 1770（10番人気）� 4678（8番人気）
枠連票数 計 61487 的中 （4－7） 427（14番人気）
馬連票数 計 245947 的中 �� 1578（19番人気）
馬単票数 計 218639 的中 �� 1096（30番人気）
ワイド票数 計 125527 的中 �� 876（22番人気）�� 3292（10番人気）�� 109（53番人気）
3連複票数 計 352821 的中 ��� 426（70番人気）
3連単票数 計 818764 的中 ��� 311（269番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―11．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．2―45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．4
3 ・（1，6，9）－12，5，11（2，7）（3，4）－（8，10） 4 ・（1，6，9）－（5，12）（2，7，11）－（3，4）－（8，10）

勝馬の
紹 介

バクシンパワー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．29 小倉10着

2010．5．15生 �3鹿 母 ホクセツクィーン 母母 フ ォ ー リ ア 11戦1勝 賞金 11，640，000円



23005 7月27日 曇 良 （25函館3）第1日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時45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

55 キーンソード 牡2黒鹿54 三浦 皇成佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 436 ―1：11．0 3．3�
77 アイノデンドウシ 牡2鹿 54 岩田 康誠國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 398 ―1：11．63� 2．9�
22 サクラスマート 牝2鹿 54 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 498 ―1：12．66 4．6�
44 ナインドリーム 牝2黒鹿54 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 382 ―1：13．13 70．9�
33 スズカポルシェ 牡2栗 54 丸山 元気永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500 ―1：13．63 4．6�
66 スフィアーフジ 牝2栗 54

52 △横山 和生 	ダイヤモンドファーム 大江原 哲 浦河 北俣牧場 398 ―1：14．13 33．9

11 ディーバレッド 牝2鹿 54 内田 博幸前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 438 ―1：14．2� 7．7�
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売 得 金
単勝： 15，248，000円 複勝： 15，182，400円 枠連： 発売なし
馬連： 17，407，000円 馬単： 16，444，000円 ワイド： 7，893，800円
3連複： 18，725，300円 3連単： 60，229，000円 計： 151，129，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 180円 �� 260円 �� 270円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 2，370円

票 数

単勝票数 計 152480 的中 � 36908（2番人気）
複勝票数 計 151824 的中 � 34279（2番人気）� 40125（1番人気）
馬連票数 計 174070 的中 �� 32460（1番人気）
馬単票数 計 164440 的中 �� 14508（1番人気）
ワイド票数 計 78938 的中 �� 12900（1番人気）�� 7019（4番人気）�� 6707（6番人気）
3連複票数 計 187253 的中 ��� 23919（2番人気）
3連単票数 計 602290 的中 ��� 18834（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．5―11．6―11．8―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．8
3 ・（5，7）3（2，6）4＝1 4 ・（5，7）－（2，3）4，6＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キーンソード �

父 リ ン カ ー ン �


母父 Miswaki 初出走

2011．5．27生 牡2黒鹿 母 オールウェイズグッドサンクス 母母 Redeemer 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23006 7月27日 曇 稍重 （25函館3）第1日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時35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

22 グラマラスグロウ 牝3鹿 54 古川 吉洋首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 B452＋ 21：46．4 6．3�
88 ペプチドウインド 牡3鹿 56 岩田 康誠沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 452＋ 41：46．5� 2．0�
11 キクノセントロ 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 460－ 21：46．7� 5．9�
89 マスタープラチナム 牝3栗 54 三浦 皇成�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 460＋ 41：46．91� 24．2�
66 ドニゼッティ 牡3鹿 56 丸山 元気 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 454＋101：48．17 20．6�
44 ポールシッター 牡3青鹿56 藤田 伸二平川 浩之氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：48．31� 13．5	
77 ル タ ド ー ル 牡3黒鹿56 津村 明秀 
オリオンファーム 牧 光二 日高 オリオンファーム 472－ 21：49．79 7．2�
55 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± 0 （競走中止） 7．7�
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33 リネンスカイ 牝3鹿 54 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 15，325，000円 複勝： 25，674，000円 枠連： 4，958，400円
馬連： 22，216，600円 馬単： 19，773，700円 ワイド： 12，360，300円
3連複： 28，578，300円 3連単： 69，996，000円 計： 198，882，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 150円 � 110円 � 150円 枠 連（2－8） 480円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 220円 �� 390円 �� 240円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 5，940円

票 数

単勝票数 差引計 153250（返還計 360） 的中 � 19378（3番人気）
複勝票数 差引計 256740（返還計 403） 的中 � 38213（2番人気）� 91326（1番人気）� 35361（3番人気）
枠連票数 差引計 49584（返還計 507） 的中 （2－8） 7778（1番人気）
馬連票数 差引計 222166（返還計 994） 的中 �� 27257（2番人気）
馬単票数 差引計 197737（返還計 862） 的中 �� 9037（5番人気）
ワイド票数 差引計 123603（返還計 562） 的中 �� 14928（1番人気）�� 6936（6番人気）�� 13667（2番人気）
3連複票数 差引計 285783（返還計 3355） 的中 ��� 22803（3番人気）
3連単票数 差引計 699960（返還計 7397） 的中 ��� 8708（13番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．1―12．5―12．0―12．2―12．9―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．5―43．0―55．0―1：07．2―1：20．1―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グラマラスグロウ 
�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 Spinning World デビュー 2012．6．24 函館2着

2010．2．22生 牝3鹿 母 ロケットスタート 母母 Shahpari 10戦1勝 賞金 8，840，000円
〔出走取消〕 リネンスカイ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔競走中止〕 プラスティックボム号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。



23007 7月27日 曇 稍重 （25函館3）第1日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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
2：33．2
2：28．6

稍重
不良

44 リアライズブラザー 牡3鹿 54 岩田 康誠工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 492－ 22：32．8レコード 1．7�
77 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 492＋ 4 〃 アタマ 13．9�
33 メイスンキャプテン 牡4栗 57 丹内 祐次梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 510＋102：33．0� 4．5�
11 ナリタタイフーン 牡4鹿 57 丸田 恭介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 504＋ 82：33．21� 8．6�
22 � ブルースイショウ 牡4鹿 57 勝浦 正樹平本 敏夫氏 松山 康久 日高 モリナガファーム 488± 02：33．51� 28．1	
66 ジャーラベンナ 牡3栗 54 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 500＋ 62：34．13� 11．9

810 エアラーテル 牡4栗 57 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 460－ 22：34．84 22．6�
55 オズフェスト 牡5芦 57 柴山 雄一�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 500＋ 62：35．33 44．3�
78 タイソンバローズ 牡5栗 57

56 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B482－ 62：36．79 119．9

89 コ ウ ジ ョ ウ 牡3栗 54 内田 博幸小菅 定雄氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 516＋ 22：36．8クビ 14．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 15，161，300円 複勝： 27，901，000円 枠連： 6，071，500円
馬連： 23，687，100円 馬単： 20，700，900円 ワイド： 12，677，700円
3連複： 30，287，000円 3連単： 75，133，400円 計： 211，619，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 140円 枠 連（4－7） 740円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 350円 �� 170円 �� 540円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 4，300円

票 数

単勝票数 計 151613 的中 � 70431（1番人気）
複勝票数 計 279010 的中 � 114478（1番人気）� 17607（5番人気）� 46773（2番人気）
枠連票数 計 60715 的中 （4－7） 6120（3番人気）
馬連票数 計 236871 的中 �� 15336（4番人気）
馬単票数 計 207009 的中 �� 11545（4番人気）
ワイド票数 計 126777 的中 �� 8092（4番人気）�� 25202（1番人気）�� 4726（8番人気）
3連複票数 計 302870 的中 ��� 24913（2番人気）
3連単票数 計 751334 的中 ��� 12922（8番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―12．7―12．9―12．8―13．1―13．0―12．9―12．5―12．6―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．7―37．4―50．3―1：03．1―1：16．2―1：29．2―1：42．1―1：54．6―2：07．2―2：19．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアライズブラザー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．11 札幌3着

2010．4．17生 牡3鹿 母 ジョウノカトリーヌ 母母 ジョウノカオルコ 8戦2勝 賞金 20，950，000円

23008 7月27日 曇 良 （25函館3）第1日 第8競走 ��1，800�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
1：46．0
1：44．1

良
良

33 カッパドキア 牡3黒鹿54 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 476± 01：49．6 5．0�
44 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 478＋ 21：49．7� 5．4�
11 アドマイヤライン 牡3青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 434－ 21：50．12� 37．8�
78 ランドフォール 牡4鹿 57 三浦 皇成大社 聡氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 480＋ 4 〃 ハナ 65．8�
810 キョウワレイ 牝4鹿 55 上村 洋行�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 468－ 21：50．31� 14．9	
67 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 494＋ 2 〃 クビ 6．1

79 ステラビアンカ 牡3栗 54

51 ▲城戸 義政�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 440＋ 21：50．4クビ 51．4�
22 マイネルイグアス 牡4青鹿 57

56 ☆菱田 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 456－ 41：50．71� 23．0�

55 サングブルー 牡3芦 54 吉田 隼人吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 452± 01：50．8� 6．7
66 	 メイショウリョウマ 牡5黒鹿57 内田 博幸松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 61：50．9� 4．1�
811 ルーベンスクラフト 牝3栗 52

50 △横山 和生 �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 466－ 21：51．21� 7．0�
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売 得 金
単勝： 17，465，100円 複勝： 31，241，000円 枠連： 9，535，200円
馬連： 29，545，900円 馬単： 22，618，400円 ワイド： 17，345，100円
3連複： 41，778，200円 3連単： 77，396，200円 計： 246，925，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 170円 � 930円 枠 連（3－4） 1，190円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，740円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 11，600円 3 連 単 ��� 48，820円

票 数

単勝票数 計 174651 的中 � 28002（2番人気）
複勝票数 計 312410 的中 � 45237（3番人気）� 57602（1番人気）� 6477（10番人気）
枠連票数 計 95352 的中 （3－4） 5948（5番人気）
馬連票数 計 295459 的中 �� 20081（2番人気）
馬単票数 計 226184 的中 �� 8505（2番人気）
ワイド票数 計 173451 的中 �� 10027（3番人気）�� 1482（31番人気）�� 1629（30番人気）
3連複票数 計 417782 的中 ��� 2658（45番人気）
3連単票数 計 773962 的中 ��� 1170（193番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．8―12．3―12．3―12．0―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―35．8―48．1―1：00．4―1：12．4―1：24．5―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カッパドキア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Concern デビュー 2013．4．20 京都4着

2010．5．7生 牡3黒鹿 母 コンサーンナッカ 母母 Sacramentada 6戦2勝 賞金 17，150，000円



23009 7月27日 曇 稍重 （25函館3）第1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）

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 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 446± 01：44．5 7．5�

11 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 428＋ 41：44．71 1．6�
22 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 518－ 4 〃 クビ 31．8�
66 ダブルファンタジー 牝3栗 52 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 484－ 41：45．01� 22．7�
44 ブルーバレット 牝3黒鹿 52

50 △横山 和生泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 446± 01：45．21� 9．7�
88 ラルシュドール 牝4鹿 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530± 0 〃 クビ 7．6	
55 クロカミノオトメ 牝3青 52 三浦 皇成 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 61：45．41� 9．4

77 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 436－ 41：45．6� 18．6�
89 ネオザスティング 牝5栗 55 秋山真一郎小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 448＋ 81：48．6大差 89．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 21，756，800円 複勝： 53，504，000円 枠連： 6，984，800円
馬連： 30，158，600円 馬単： 29，037，000円 ワイド： 19，146，400円
3連複： 40，734，800円 3連単： 115，081，100円 計： 316，403，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 180円 � 110円 � 420円 枠 連（1－3） 510円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，420円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 15，970円

票 数

単勝票数 計 217568 的中 � 23104（2番人気）
複勝票数 計 535040 的中 � 51203（2番人気）� 304683（1番人気）� 14672（7番人気）
枠連票数 計 69848 的中 （1－3） 10143（2番人気）
馬連票数 計 301586 的中 �� 43352（2番人気）
馬単票数 計 290370 的中 �� 11673（7番人気）
ワイド票数 計 191464 的中 �� 24501（2番人気）�� 2857（18番人気）�� 8230（6番人気）
3連複票数 計 407348 的中 ��� 13178（10番人気）
3連単票数 計1150811 的中 ��� 5321（59番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．6―41．7―54．3―1：06．7―1：19．2―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シニスタークイーン 
�
父 シニスターミニスター 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．15 京都3着

2009．3．22生 牝4黒鹿 母 フォーリアクイーン 母母 フ ォ ー リ ア 19戦3勝 賞金 30，800，000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。

23010 7月27日 曇 良 （25函館3）第1日 第10競走 ��
��2，000�

に や ま

仁 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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 ヴァリアシオン 牡4鹿 57 古川 吉洋 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504－ 62：02．0 7．8�

77 � 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 508＋ 22：02．31	 5．9�
22 アサクサベルーガ 牡3黒鹿54 岩田 康誠田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋ 22：02．4
 13．1�
810� キ ワ ミ 牝4鹿 55 秋山真一郎�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 442－ 42：02．5	 27．2�
78 マウイノカオイ 牡3鹿 54 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 480＋ 42：02．6	 7．4	
44 コスモユウチャン 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 464－ 22：02．7
 22．4

66 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 456－ 22：03．55 12．1�
55 リメインサイレント 牝3鹿 52 柴山 雄一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 502＋122：03．71 5．7�
33 ラストタキオン 牡3栗 54 川須 栄彦山住 勲氏 矢作 芳人 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 458＋ 22：03．8
 2．5
89 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 478＋ 42：04．12 164．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，922，800円 複勝： 46，365，500円 枠連： 11，262，900円
馬連： 46，066，100円 馬単： 35，207，500円 ワイド： 24，593，600円
3連複： 62，261，500円 3連単： 132，377，700円 計： 385，057，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 250円 � 190円 � 400円 枠 連（1－7） 1，380円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，950円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，520円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 11，480円 3 連 単 ��� 69，690円

票 数

単勝票数 計 269228 的中 � 27400（5番人気）
複勝票数 計 463655 的中 � 48268（5番人気）� 75244（2番人気）� 26322（7番人気）
枠連票数 計 112629 的中 （1－7） 6063（6番人気）
馬連票数 計 460661 的中 �� 12746（14番人気）
馬単票数 計 352075 的中 �� 4373（32番人気）
ワイド票数 計 245936 的中 �� 8467（11番人気）�� 3916（24番人気）�� 4532（21番人気）
3連複票数 計 622615 的中 ��� 4003（54番人気）
3連単票数 計1323777 的中 ��� 1402（290番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．4―12．2―12．3―12．2―12．0―12．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．6―48．8―1：01．1―1：13．3―1：25．3―1：37．3―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァリアシオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev デビュー 2011．11．26 東京1着

2009．3．20生 牡4鹿 母 スワンプリンセス 母母 Fairy Footsteps 16戦3勝 賞金 38，149，000円



23011 7月27日 曇 良 （25函館3）第1日 第11競走 ��
��1，800�

いさりび

漁火ステークス
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

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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

712 ル ナ 牡4芦 57 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 466－ 41：49．2 2．7�
22 トラストワン 牡5黒鹿57 吉田 隼人大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 502＋ 81：49．52 8．1�
45 フラアンジェリコ 牡5栗 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 494－ 81：49．6クビ 20．6�
33 スマートリバティー 牡5鹿 57 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 452＋ 21：49．7� 6．4�
711 ゼ ロ ス 牡4鹿 57 藤田 伸二杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 504＋ 2 〃 クビ 4．3�
814 ニシノジャブラニ 牡5鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 490＋ 81：49．8クビ 47．8	
34 	 リリエンタール 牡6鹿 57 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida 444－ 2 〃 クビ 11．0

11 ドリームヒーロー 牡6青鹿57 松田 大作田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446＋ 81：49．9クビ 25．9�
57 ポケッタブルゲーム 
8栗 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム 468＋ 2 〃 クビ 13．3�
69 アナバティック 牡6栗 57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－ 61：50．11� 17．9�
58 サフランディライト 牡5鹿 57 川須 栄彦海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 480－ 81：50．41� 112．9�
46 エクセリオン 牡6芦 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 476－ 2 〃 クビ 212．4�
813 マイネルエルフ 牡7鹿 57 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 514± 01：50．5� 77．7�
610 ツルミプラチナム 牡6黒鹿57 柴山 雄一�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 478－ 21：50．92� 47．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，516，500円 複勝： 65，237，300円 枠連： 33，280，700円
馬連： 130，558，100円 馬単： 76，337，700円 ワイド： 51，129，100円
3連複： 194，184，300円 3連単： 340，956，900円 計： 929，200，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 240円 � 430円 枠 連（2－7） 750円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，260円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 8，860円 3 連 単 ��� 36，940円

票 数

単勝票数 計 375165 的中 � 110413（1番人気）
複勝票数 計 652373 的中 � 167515（1番人気）� 66438（4番人気）� 29938（8番人気）
枠連票数 計 332807 的中 （2－7） 32962（3番人気）
馬連票数 計1305581 的中 �� 77680（3番人気）
馬単票数 計 763377 的中 �� 28810（4番人気）
ワイド票数 計 511291 的中 �� 27303（3番人気）�� 9719（16番人気）�� 5691（29番人気）
3連複票数 計1941843 的中 ��� 16180（30番人気）
3連単票数 計3409569 的中 ��� 6813（112番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．1―12．4―12．1―11．7―12．0―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―36．7―49．1―1：01．2―1：12．9―1：24．9―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．3
1
3
12（1，14）9（2，11）5（3，6，13）4（7，8）10
12（1，14）（9，11）（2，5，13）（3，6）－8，4（7，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ル ナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．11 中山7着

2009．3．15生 牡4芦 母 レッダンゴールド 母母 ホクトペンダント 22戦5勝 賞金 82，744，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 テーオーケンジャ号・ホーカーテンペスト号・ミカエルビスティー号

23012 7月27日 曇 良 （25函館3）第1日 第12競走 ��1，200�
ぴ り か

美 利 河 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

55 マ ス イ デ ア 牝4黒鹿55 吉田 隼人益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 442＋ 21：09．8 3．4�
22 ブランダムール 牝4栗 55 四位 洋文�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 446＋ 4 〃 アタマ 1．9�
77 ショウナンマハ 牝5黒鹿55 秋山真一郎�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 464＋101：10．01� 16．3�
33 ラーストチカ 牝3黒鹿52 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 440＋ 41：10．53 8．2�
44 サ ク ラ ベ ル 牝5栗 55 岩田 康誠�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 492＋ 21：10．81� 6．3	
88 ワイドロスメルタ 牝3栗 52 伴 啓太幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 478－ 21：11．12 19．8

11 プロスペラスマム 牝6鹿 55 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 512－10 〃 ハナ 46．1�
66 ラ テ ア ー ト 牝5鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 ハナ 64．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 27，128，900円 複勝： 36，706，300円 枠連： 発売なし
馬連： 79，829，200円 馬単： 39，251，200円 ワイド： 22，440，600円
3連複： 56，493，600円 3連単： 179，751，000円 計： 441，600，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 110円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 160円 �� 570円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，720円

票 数

単勝票数 計 271289 的中 � 63940（2番人気）
複勝票数 計 367063 的中 � 74577（2番人気）� 158610（1番人気）� 25357（5番人気）
馬連票数 計 798292 的中 �� 214281（1番人気）
馬単票数 計 392512 的中 �� 45257（2番人気）
ワイド票数 計 224406 的中 �� 48208（1番人気）�� 7634（9番人気）�� 14792（5番人気）
3連複票数 計 564936 的中 ��� 34668（4番人気）
3連単票数 計1797510 的中 ��� 28160（13番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―11．4―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．1―45．5―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ス イ デ ア 
�
父 リ ン カ ー ン 

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．6．25 中山7着

2009．1．15生 牝4黒鹿 母 リンデンルレーブ 母母 リンデンリリー 20戦4勝 賞金 48，097，000円
〔制裁〕 ブランダムール号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番）



（25函館3）第1日 7月27日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 124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

178，580，000円
8，320，000円
1，090，000円
15，120，000円
44，963，500円
3，224，000円
1，190，400円

勝馬投票券売得金
242，435，600円
443，580，900円
88，678，800円
465，028，900円
338，667，900円
214，776，100円
593，735，700円
1，341，792，800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 3，728，696，700円

総入場人員 2，428名 （有料入場人員 2，025名）
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