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23037 8月4日 晴 良 （25函館3）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．3
1：07．8

良
良

66 クールジョジョ 牝2黒鹿54 村田 一誠川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 430± 01：11．0 7．2�
55 オールオブナイト 牝2黒鹿54 川須 栄彦市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 414＋ 61：11．21� 3．8�
11 グラスケリー 牝2芦 54 勝浦 正樹半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 456± 01：11．41� 1．9�
77 シュヴァリエ 牝2栗 54 藤田 伸二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 424－ 41：11．61� 11．8�
44 キクノリーガ 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 392＋ 41：12．23� 39．5	
22 プランタンポルト 牝2黒鹿 54

52 △横山 和生岡田 牧雄氏 加藤 和宏 様似 様似共栄牧場 388－101：12．3� 62．8

33 マイネジュラメント 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 嶋田牧場 436－101：12．83 5．4�
（7頭）

売 得 金
単勝： 13，993，400円 複勝： 22，266，300円 枠連： 発売なし
馬連： 22，491，200円 馬単： 20，884，800円 ワイド： 9，862，100円
3連複： 28，442，600円 3連単： 90，400，000円 計： 208，340，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 330円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 350円 �� 210円 �� 160円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 7，230円

票 数

単勝票数 計 139934 的中 � 15525（4番人気）
複勝票数 計 222663 的中 � 24053（4番人気）� 52324（2番人気）
馬連票数 計 224912 的中 �� 12542（7番人気）
馬単票数 計 208848 的中 �� 5080（15番人気）
ワイド票数 計 98621 的中 �� 5588（7番人気）�� 11770（3番人気）�� 18524（1番人気）
3連複票数 計 284426 的中 ��� 33232（2番人気）
3連単票数 計 904000 的中 ��� 9228（28番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―11．8―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．3―47．1―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クールジョジョ �

父 ステイゴールド �


母父 ラストタイクーン デビュー 2013．6．22 函館3着

2011．5．16生 牝2黒鹿 母 ビクトリアメーク 母母 ヒルズオブヘザー 3戦1勝 賞金 7，550，000円

23038 8月4日 晴 良 （25函館3）第4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

710 ピースオブウィーク 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか 前川 正美 506＋101：46．9 41．4�
812 エルフショット �3青鹿56 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 474－ 41：47．96 5．0�
22 オリオンザミラクル 牡3鹿 56 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 小島牧場 444－ 4 〃 クビ 21．3�
33 スピッツコール 牡3栗 56 三浦 皇成 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 460± 01：48．0クビ 13．7�
44 メイショウサンカン 牡3黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 明弘 日高 浦新 徳司 494＋101：48．42� 9．5	
56 マイネルパイレーツ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 514－ 21：48．61� 3．8

57 クインポルカ 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 446－ 21：48．7� 24．9�
45 ネクタルブルー 牡3青鹿56 藤田 伸二 �ブルーマネジメント小野 次郎 新ひだか 加野牧場 B486＋ 81：48．91� 2．4�
813 ローレルグラーネ 牡3芦 56 松田 大作 �ローレルレーシング 木原 一良 新冠 森永 聡 456＋ 61：49．21� 32．6
69 デルマヤマンバ 牝3栗 54 川島 信二浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 428± 01：49．94 204．3�
11 アラビアンドラゴン �3芦 56 柴山 雄一吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム B436＋121：50．0クビ 205．7�
711 ネオジェネラル 牡3鹿 56 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 宮内牧場 464－ 41：50．1� 333．9�
68 ドミニクバローズ 牡3黒鹿 56

55 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 林 孝輝 468± 01：51．69 22．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 14，617，600円 複勝： 25，498，100円 枠連： 6，957，200円
馬連： 24，793，200円 馬単： 17，856，600円 ワイド： 13，218，700円
3連複： 33，886，000円 3連単： 61，931，600円 計： 198，759，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，140円 複 勝 � 1，250円 � 190円 � 380円 枠 連（7－8） 4，430円

馬 連 �� 9，130円 馬 単 �� 21，570円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 7，150円 �� 730円

3 連 複 ��� 35，940円 3 連 単 ��� 296，790円

票 数

単勝票数 計 146176 的中 � 2785（10番人気）
複勝票数 計 254981 的中 � 4325（10番人気）� 45184（3番人気）� 16780（5番人気）
枠連票数 計 69572 的中 （7－8） 1161（15番人気）
馬連票数 計 247932 的中 �� 2006（27番人気）
馬単票数 計 178566 的中 �� 611（57番人気）
ワイド票数 計 132187 的中 �� 1196（26番人気）�� 438（45番人気）�� 4720（5番人気）
3連複票数 計 338860 的中 ��� 696（83番人気）
3連単票数 計 619316 的中 ��� 154（542番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．2―43．0―56．0―1：08．6―1：21．4―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピースオブウィーク �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．19 中山5着

2010．3．11生 牡3黒鹿 母 ファーイースト 母母 ディスタント 4戦1勝 賞金 5，700，000円

第３回 函館競馬 第４日



23039 8月4日 晴 良 （25函館3）第4日 第3競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走10時50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
2：32．8
2：28．6

稍重
不良

44 ペプチドウインド 牡3鹿 56 川島 信二沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 452± 02：37．8 2．3�
68 ジュールドトネール 牡3青鹿56 丸山 元気吉田 和美氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 496－ 42：38．33 5．6�
67 デ ル マ ベ ム 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 454＋ 22：38．62 300．5�
22 ギンザマーシャル 牡3芦 56 三浦 皇成有馬 博文氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 518－ 2 〃 ハナ 4．2�
710 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 498－ 22：38．7クビ 8．1�
811 ア ル テ ル フ 牡3鹿 56

54 △横山 和生平口 信行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 466＋ 22：38．8� 34．9	
812 アルカサーバ 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 486＋202：38．9� 9．8

79 ミストラルシャワー 牝3鹿 54 松田 大作佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム 478＋ 42：39．11� 46．3�
11 ナオミノエガオ 牝3栗 54 荻野 琢真塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 クビ 21．3�
56 バッティングパワー 牡3鹿 56 黛 弘人島田 久氏 尾関 知人 浦河 村下 清志 456－ 22：39．52� 89．5
33 ス マ ッ シ ュ 牝3黒鹿54 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム B468－ 8 〃 アタマ 163．8�
55 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－ 22：40．13� 14．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，309，700円 複勝： 23，365，400円 枠連： 6，542，000円
馬連： 23，345，500円 馬単： 19，708，200円 ワイド： 14，099，200円
3連複： 33，020，200円 3連単： 66，236，300円 計： 203，626，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 220円 � 3，940円 枠 連（4－6） 610円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 360円 �� 7，940円 �� 14，460円

3 連 複 ��� 41，240円 3 連 単 ��� 96，420円

票 数

単勝票数 計 173097 的中 � 59527（1番人気）
複勝票数 計 233654 的中 � 76123（1番人気）� 26272（4番人気）� 932（12番人気）
枠連票数 計 65420 的中 （4－6） 8025（2番人気）
馬連票数 計 233455 的中 �� 25646（2番人気）
馬単票数 計 197082 的中 �� 11683（3番人気）
ワイド票数 計 140992 的中 �� 11183（2番人気）�� 404（42番人気）�� 221（51番人気）
3連複票数 計 330202 的中 ��� 591（79番人気）
3連単票数 計 662363 的中 ��� 507（253番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―13．3―13．4―13．4―13．5―13．9―13．3―12．9―12．9―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．4―38．7―52．1―1：05．5―1：19．0―1：32．9―1：46．2―1：59．1―2：12．0―2：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．6―3F38．7
1
�
3（4，2）（5，12）（8，9，11）－（7，10）－1－6
3（4，2）（5，8，12）（7，9，11）10，6－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペプチドウインド �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2012．8．19 小倉6着

2010．2．19生 牡3鹿 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ 9戦1勝 賞金 10，690，000円

23040 8月4日 晴 良 （25函館3）第4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

45 メイショウエジソン 牡3栗 56 吉田 隼人松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 470± 01：48．0 1．9�
22 テイエムダイトッパ 牡3鹿 56 松田 大作竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 ハクツ牧場 462± 0 〃 クビ 24．5�
44 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＋ 2 〃 ハナ 15．0�
11 ノボサイボーグ 牡3栗 56 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 452－ 61：48．1� 24．5�
69 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± 01：48．2� 29．0�
711 ヴ ェ ル ニ 牝3鹿 54 池添 謙一岡 浩二氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 440－ 21：48．51� 82．8	
710 プリズンブレーク 牡3青 56 柴山 雄一細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 B438＋ 61：49．03 6．3

68 マイネルゲイナー 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 久井牧場 438＋ 2 〃 アタマ 15．6�
57 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 秋山真一郎深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 482－ 61：49．63� 4．6�
33 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 446－ 81：49．7� 15．7
812 ミワノロマンス 牝3芦 54 勝浦 正樹大浅 貢氏 清水 英克 日高 三輪 幸子 458＋121：50．76 151．5�
813 レオアストリア 牝3青鹿54 黛 弘人�レオ 萱野 浩二 新ひだか 中村 和夫 522－ 21：50．9� 206．4�
56 デルマアゼハシリ 牡3鹿 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 524＋101：56．9大差 231．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，148，900円 複勝： 25，880，600円 枠連： 7，213，600円
馬連： 25，784，400円 馬単： 21，431，100円 ワイド： 14，077，700円
3連複： 36，426，100円 3連単： 67，047，200円 計： 215，009，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 410円 � 280円 枠 連（2－4） 1，910円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 760円 �� 420円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 19，090円

票 数

単勝票数 計 171489 的中 � 74332（1番人気）
複勝票数 計 258806 的中 � 95726（1番人気）� 11119（8番人気）� 18281（5番人気）
枠連票数 計 72136 的中 （2－4） 2789（8番人気）
馬連票数 計 257844 的中 �� 7201（9番人気）
馬単票数 計 214311 的中 �� 4424（13番人気）
ワイド票数 計 140777 的中 �� 4525（9番人気）�� 8945（3番人気）�� 1663（24番人気）
3連複票数 計 364261 的中 ��� 5421（19番人気）
3連単票数 計 670472 的中 ��� 2593（62番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．7―12．7―13．1―12．8―13．0―13．1―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―29．9―42．6―55．7―1：08．5―1：21．5―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．5
1
3
・（1，3）10，11，7－2（4，12）（8，5，9）－13＝6
1（3，10）（7，11）2（8，4）5－9－12－13＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウエジソン �
�
父 アルカセット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．12．1 阪神11着

2010．2．1生 牡3栗 母 メルヘンホーラー 母母 タックスペイヤーズフォリー 9戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマアゼハシリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ティティベンケイ号



23041 8月4日 曇 良 （25函館3）第4日 第5競走 ��1，800�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
1：51．2
1：46．0

良
良

812 バウンスシャッセ 牝2鹿 54 四位 洋文 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 508 ―1：54．3 2．6�
11 ペイシャフェリス 牝2鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 436 ―1：54．51 17．9�
55 ブレイヴリー 牡2鹿 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 480 ―1：54．6� 5．1�
33 サトノロブロイ 牡2鹿 54 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 506 ― 〃 クビ 7．4�
56 ロ ー ハ イ ド 牡2鹿 54 福永 祐一石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―1：54．7� 3．6�
811 トミケンパシエンテ 牡2栗 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 西浦 勝一 日高 千葉飯田牧場 464 ― 〃 ハナ 20．9	
68 ショウナンラグーン 牡2黒鹿54 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞爺湖 レイクヴィラファーム 492 ―1：55．44 32．7

79 ミスターローレンス 牡2鹿 54 吉田 隼人嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 浦新 徳司 462 ―1：55．72 43．8�
710 ブラックグランデ 牡2黒鹿 54

52 △横山 和生大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 466 ―1：55．91� 143．9�
44 トラストサムライ 牡2青鹿54 田中 博康菅波 雅巳氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 508 ―1：56．64 193．2
67 ダ ム キ ナ 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二西山 茂行氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 468 ―1：56．81� 86．9�
22 ナンヨーマーク 牡2青鹿54 川須 栄彦中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 506 ―1：57．12 13．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，957，200円 複勝： 24，184，900円 枠連： 9，559，100円
馬連： 26，030，800円 馬単： 23，564，600円 ワイド： 13，427，900円
3連複： 35，764，000円 3連単： 67，792，800円 計： 220，281，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 290円 � 150円 枠 連（1－8） 2，880円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 880円 �� 290円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 19，760円

票 数

単勝票数 計 199572 的中 � 62328（1番人気）
複勝票数 計 241849 的中 � 52640（1番人気）� 16804（5番人気）� 46368（2番人気）
枠連票数 計 95591 的中 （1－8） 2457（11番人気）
馬連票数 計 260308 的中 �� 7032（9番人気）
馬単票数 計 235646 的中 �� 5625（12番人気）
ワイド票数 計 134279 的中 �� 3525（10番人気）�� 13343（2番人気）�� 2616（15番人気）
3連複票数 計 357640 的中 ��� 7301（11番人気）
3連単票数 計 677928 的中 ��� 2532（61番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．5―14．0―13．7―12．8―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．6―52．6―1：06．3―1：19．1―1：30．8―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バウンスシャッセ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Halling 初出走

2011．5．6生 牝2鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 バウンスシャッセ号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）

23042 8月4日 曇 良 （25函館3）第4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

813� レッドルーファス 牡3栗 56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles
H. Wacker 498－ 22：01．9 2．6�

814 ワッペンジュニア 牡3青鹿56 福永 祐一有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 456± 02：02．53� 3．5�
33 ミスズブライアンズ 牡3栗 56 松田 大作永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 466± 02：02．71	 21．2�
22 レディアントデイズ 牡3栗 56 勝浦 正樹髙橋 長治氏 田村 康仁 新ひだか グローリーファーム 480－ 2 〃 クビ 6．2�
57 ロングボンズ 牝3黒鹿54 藤田 伸二中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 420＋162：02．91	 18．6�
69 ヤマチョウボス 牡3鹿 56 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 488＋ 82：03．32� 7．4	
11 エアディジョン 牡3栗 56 吉田 隼人 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 454－ 22：03．61
 69．9

712 テイエムクロジシ 牡3青 56 小林 徹弥竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 458－ 62：03．7クビ 72．8�
45 エターナルトルース 牝3黒鹿 54

52 △横山 和生五影 慶則氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 424＋ 62：03．91� 11．4�

610 ウィングオブライト 牝3黒鹿 54
53 ☆菱田 裕二 キャロットファーム 小島 茂之 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 22：04．32� 129．2�
34 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 460＋ 82：04．4
 256．5�
46 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－ 42：04．61	 148．9�
58 カシノオパール 牝3芦 54 丸山 元気柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 前川 隆則 426＋ 22：04．81	 22．3�
711 チ ャ ー チ ル �3黒鹿56 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 鎌田 正嗣 452± 02：06．39 92．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，793，100円 複勝： 23，861，700円 枠連： 9，845，200円
馬連： 26，826，400円 馬単： 19，607，600円 ワイド： 14，404，100円
3連複： 37，773，900円 3連単： 70，042，000円 計： 219，154，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 150円 � 290円 枠 連（8－8） 390円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 200円 �� 750円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 167931 的中 � 51660（1番人気）
複勝票数 計 238617 的中 � 57458（1番人気）� 49004（2番人気）� 15548（6番人気）
枠連票数 計 98452 的中 （8－8） 18807（1番人気）
馬連票数 計 268264 的中 �� 49861（1番人気）
馬単票数 計 196076 的中 �� 19846（1番人気）
ワイド票数 計 144041 的中 �� 22360（1番人気）�� 4212（11番人気）�� 3266（14番人気）
3連複票数 計 377739 的中 ��� 12667（6番人気）
3連単票数 計 700420 的中 ��� 7571（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．2―47．0―59．0―1：11．1―1：23．6―1：36．4―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．3
1
3
14，8（1，11）－13－9，2－（10，12）（7，5）－3－（4，6）
14－8－（1，13）－（9，2）5，11（10，7）（3，12）－（4，6）

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

勝馬の
紹 介

�レッドルーファス �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．5．25 東京8着

2010．4．29生 牡3栗 母 Oonagh Maccool 母母 Alidiva 3戦1勝 賞金 6，400，000円



23043 8月4日 曇 良 （25函館3）第4日 第7競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時10分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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 バトルドミンゴ 牡4芦 57 津村 明秀宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 564－ 4 59．6 11．3�
22 � ブルーモントレー 牝3栗 52

51 ☆菱田 裕二�須野牧場 和田 正道 米 Fares
Farm, LLC 464－ 2 59．81 2．7�

44 サウスビクトル 牡4黒鹿57 田中 博康南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 B464＋ 61：00．01	 8．9�
66 
 ギルドマスター 牡4栗 57 川須 栄彦香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 494± 0 〃 クビ 37．7�
79 アラマサスチール 牝5鹿 55

53 △横山 和生�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 466＋ 21：00．1クビ 35．2	
78 リージェンシー 牝3鹿 52 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498＋ 41：00．2� 13．7

811 トミケンスプリング 牝4青鹿55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 B482＋ 61：00．3� 3．8�
810 モ ン テ ネ オ 牡3黒鹿54 丸山 元気毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 4 〃 クビ 6．6�
33 
 スカイアクセス 4鹿 57 荻野 琢真�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 516－ 41：00．51 130．2
55 サイズミックレディ 牝5鹿 55 四位 洋文細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 496＋ 21：00．6クビ 7．7�
67 
 サンマルダーム 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 426－ 21：00．7� 234．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 18，731，300円 複勝： 25，909，700円 枠連： 10，002，800円
馬連： 29，395，900円 馬単： 23，285，600円 ワイド： 15，534，100円
3連複： 38，305，900円 3連単： 79，757，400円 計： 240，922，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 390円 � 160円 � 290円 枠 連（1－2） 1，910円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，780円 �� 580円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 38，500円

票 数

単勝票数 計 187313 的中 � 13165（6番人気）
複勝票数 計 259097 的中 � 14869（7番人気）� 55117（2番人気）� 21535（5番人気）
枠連票数 計 100028 的中 （1－2） 3868（9番人気）
馬連票数 計 293959 的中 �� 10971（8番人気）
馬単票数 計 232856 的中 �� 3490（21番人気）
ワイド票数 計 155341 的中 �� 5359（9番人気）�� 2044（24番人気）�� 6952（6番人気）
3連複票数 計 383059 的中 ��� 5373（21番人気）
3連単票数 計 797574 的中 ��� 1529（138番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．8―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルドミンゴ �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2011．10．30 東京12着

2009．4．30生 牡4芦 母 シンメイドゥバレー 母母 ネオンデライト 15戦3勝 賞金 27，800，000円
〔制裁〕 アラマサスチール号の騎手横山和生は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金30，000円。（被害馬：8番・10番）

23044 8月4日 曇 良 （25函館3）第4日 第8競走 ��1，700�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
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

811 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 450＋ 21：45．9 3．5�

44 サンライズスマート 牡4鹿 57 松田 大作松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 482＋121：46．53� 2．0�
66 � ラ ン ド ル ト 牡4鹿 57

56 ☆菱田 裕二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：46．6� 16．7�
22 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 426± 01：46．81� 11．2�
55 サンダーオーシャン 牡3鹿 54 津村 明秀千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 510＋121：47．43� 7．5�
33 � サクラマニフィーク 牡5黒鹿57 黛 弘人�さくらコマース尾形 和幸 新ひだか 谷岡牧場 552＋ 61：47．82� 167．1	
810 マコトタンホイザー 牡3青鹿54 丸山 元気尾田左知子氏 中村 均 様似 出口 繁夫 484－121：48．01	 26．3

79 � ライズアゲイン 牡4鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 19．9�
78 キングズウェザー 牡3栗 54 川須 栄彦吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 484－101：48．85 14．8�
11 � リネンヴィヴィッド 牡4鹿 57 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 518＋ 61：50．39 57．2
67 � ホワイトクレマチス 牝4芦 55 田中 博康�下河辺牧場 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 424＋101：51．910 276．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，279，400円 複勝： 22，433，300円 枠連： 7，532，300円
馬連： 28，070，500円 馬単： 22，049，200円 ワイド： 14，568，600円
3連複： 37，652，800円 3連単： 83，134，400円 計： 232，720，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 120円 � 270円 枠 連（4－8） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 170円 �� 590円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 172794 的中 � 39785（2番人気）
複勝票数 計 224333 的中 � 50128（2番人気）� 63247（1番人気）� 14460（5番人気）
枠連票数 計 75323 的中 （4－8） 20093（1番人気）
馬連票数 計 280705 的中 �� 70898（1番人気）
馬単票数 計 220492 的中 �� 20090（2番人気）
ワイド票数 計 145686 的中 �� 28256（1番人気）�� 5148（8番人気）�� 5726（7番人気）
3連複票数 計 376528 的中 ��� 21778（3番人気）
3連単票数 計 831344 的中 ��� 10867（13番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．2―13．0―12．8―12．6―12．4―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．5―43．5―56．3―1：08．9―1：21．3―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
・（3，4，8）7（2，6，9）－11－5－10－1
11（4，5）（3，8）（2，6）9－（10，7）－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルマルシェ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2009．10．3 中山2着

2007．3．7生 牡6黒鹿 母 メジロベツァーリ 母母 ソードリリー 30戦3勝 賞金 48，762，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホワイトクレマチス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月4日まで平地

競走に出走できない。



23045 8月4日 曇 良 （25函館3）第4日 第9競走 ��
��1，200�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 7，200，000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

714 ニコールバローズ 牝4黒鹿55 福永 祐一猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 446＋ 61：09．6 5．8�
713 ニ シ ノ ニ カ 牝3黒鹿52 秋山真一郎西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 478＋ 41：09．7� 5．0�
23 メイショウライナー 牡3鹿 54 勝浦 正樹松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 476＋101：10．01	 7．0�
24 スーパーアース 牝3黒鹿52 津村 明秀岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 458± 0 〃 ハナ 13．7�
612 タンブルブルータス 牡4鹿 57 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 496± 01：10．1� 32．0�
510
 タツフラッシュ 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太	大西牧場 根本 康広 米 New Century
Bloodstock 474－ 61：10．2� 44．7


11 カイシュウタビビト 牡4芦 57
55 △横山 和生飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 500－ 41：10．3� 3．6�

815 グッドジーン 牡3栗 54 川島 信二	フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 470－ 21：10．4� 132．9�
36 ネオザミスティック 牝5黒鹿55 川須 栄彦小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 476＋18 〃 クビ 141．2
59 エメラルハヤブサ 牝3鹿 52 丸山 元気高橋 勉氏 西浦 勝一 様似 髙村 伸一 474－ 21：10．71	 12．6�
816 ゼロワンシンジロー 牡4鹿 57 池添 謙一国田 正忠氏 牧田 和弥 新冠 長浜牧場 466＋ 2 〃 クビ 9．5�
12 キ ー パ ッ プ 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 41：10．8� 11．2�

47 オードゥルルド 牝4青鹿55 松田 大作 	キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：11．01� 122．5�
35 サンキストビーチ 牝5鹿 55 田中 博康新木 鈴子氏 成島 英春 浦河 ヒダカフアーム 452＋10 〃 ハナ 319．2�
48 � ヤギリエスペランサ 牝5栗 55 吉田 豊内田ヤエ子氏 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 520＋ 41：11．21� 33．0�
611 エレガントタイム 牝4黒鹿55 柴山 雄一西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 438± 0 〃 クビ 145．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，886，600円 複勝： 35，716，200円 枠連： 16，407，800円
馬連： 44，816，900円 馬単： 30，931，100円 ワイド： 21，806，700円
3連複： 65，182，200円 3連単： 113，494，800円 計： 348，242，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 180円 � 230円 枠 連（7－7） 1，080円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 420円 �� 610円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 11，920円

票 数

単勝票数 計 198866 的中 � 27425（3番人気）
複勝票数 計 357162 的中 � 53286（3番人気）� 58170（2番人気）� 37395（4番人気）
枠連票数 計 164078 的中 （7－7） 11281（4番人気）
馬連票数 計 448169 的中 �� 29487（2番人気）
馬単票数 計 309311 的中 �� 12576（1番人気）
ワイド票数 計 218067 的中 �� 13438（2番人気）�� 8596（5番人気）�� 9295（4番人気）
3連複票数 計 651822 的中 ��� 19001（3番人気）
3連単票数 計1134948 的中 ��� 7032（8番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．7―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 4（1，9）13（3，10）14（2，8，6，16）（7，12，15）11－5 4 ・（4，9）（1，13）（3，10，14，16）（2，6）15（7，12）8（11，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニコールバローズ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．8．6 小倉1着

2009．1．28生 牝4黒鹿 母 ブーケドレーヌ 母母 プリンセスシラオキ 15戦3勝 賞金 35，098，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シゲルオレンジ号・タイヨウパフューム号

23046 8月4日 曇 良 （25函館3）第4日 第10競走 ��1，800�
と わ だ こ

十 和 田 湖 特 別
発走14時50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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

610 コスモバルバラ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 442＋101：49．3 11．0�
22 パシャドーラ 牝3鹿 52 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506＋121：49．4� 9．3�
11 レッドセシリア 牝3鹿 52 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 432＋161：49．5� 3．1�
814 スリーアフロディテ 牝4鹿 55 福永 祐一永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 496－ 2 〃 クビ 3．4�
813 ローズマンブリッジ 牝3鹿 52 吉田 豊吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：49．6クビ 12．7	
34 ノーブルコロネット 牝3鹿 52 秋山真一郎�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 484＋101：49．7� 7．0

69 プラチナテーラー 牝3鹿 52 津村 明秀中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 456－ 4 〃 ハナ 18．4�
45 プリュムローズ 牝4鹿 55 池添 謙一野島 春男氏 庄野 靖志 日高 野島牧場 470－ 21：49．8� 22．5�
57 フクノカシオペア 牝3栗 52 勝浦 正樹福島 実氏 小島 茂之 浦河 バンブー牧場 480＋ 21：50．11� 160．6
33 ショウナンバーキン 牝3青 52 川須 栄彦国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 472＋121：50．2� 18．4�
711 ナイトブルーミング 牝3芦 52 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 446－ 4 〃 クビ 69．0�
712 オールウェイズラブ 牝3鹿 52 菱田 裕二前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋241：50．3クビ 110．9�
58 ヘレナモルフォ 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 468＋121：50．51 35．6�
46 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 420－121：50．82 295．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，975，700円 複勝： 45，997，300円 枠連： 17，494，400円
馬連： 62，451，200円 馬単： 40，464，400円 ワイド： 28，258，000円
3連複： 92，653，400円 3連単： 170，930，100円 計： 486，224，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 260円 � 270円 � 170円 枠 連（2－6） 3，410円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 9，170円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 790円 �� 610円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 25，490円

票 数

単勝票数 計 279757 的中 � 20134（5番人気）
複勝票数 計 459973 的中 � 42818（4番人気）� 40603（5番人気）� 86156（2番人気）
枠連票数 計 174944 的中 （2－6） 3791（12番人気）
馬連票数 計 624512 的中 �� 18976（11番人気）
馬単票数 計 404644 的中 �� 3257（35番人気）
ワイド票数 計 282580 的中 �� 5312（17番人気）�� 8924（10番人気）�� 11785（5番人気）
3連複票数 計 926534 的中 ��� 13069（19番人気）
3連単票数 計1709301 的中 ��� 4949（85番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．2―12．5―12．4―12．2―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．3―48．8―1：01．2―1：13．4―1：25．4―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモバルバラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Linamix デビュー 2011．10．8 東京11着

2009．3．28生 牝4黒鹿 母 マ ン バ ラ 母母 Do the Mambo 19戦3勝 賞金 31，578，000円



23047 8月4日 曇 良 （25函館3）第4日 第11競走 ��
��2，600�札幌日経オープン

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳51�4歳以上55�，牝馬2�
減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：39．4
2：37．3

良
良

22 セイカプレスト 牡7黒鹿55 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 464－ 42：41．5 52．5�
89 ロードオブザリング 牡6鹿 56 藤田 伸二 �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 498－ 6 〃 クビ 24．5�
66 � リリエンタール 牡6鹿 55 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida 440－ 42：41．6	 20．3�
810 ユニバーサルバンク 牡5黒鹿56 四位 洋文 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 クビ 5．8�
11 サイモントルナーレ 牡7栗 55 吉田 隼人澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 82：42．34 127．7	
78 モ ズ 牡6青 55 川須 栄彦�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 B472＋ 22：42．51
 15．4

44 � グラスゴッド 牡9栗 55 荻野 琢真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 476＋ 22：42．82 115．0�
77 カレンミロティック �5栗 56 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 454＋102：43．11 1．7�
33 コスモラピュタ 牡6鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 42：45．2大差 23．0
55 スマートロビン 牡5鹿 56 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 542－ 62：46．79 3．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，914，200円 複勝： 63，602，800円 枠連： 23，339，500円
馬連： 122，339，100円 馬単： 90，356，300円 ワイド： 41，588，100円
3連複： 160，054，500円 3連単： 452，370，900円 計： 999，565，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，250円 複 勝 � 860円 � 560円 � 530円 枠 連（2－8） 6，730円

馬 連 �� 23，990円 馬 単 �� 61，180円

ワ イ ド �� 4，370円 �� 2，830円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 46，420円 3 連 単 ��� 665，040円

票 数

単勝票数 計 459142 的中 � 6902（8番人気）
複勝票数 計 636028 的中 � 18727（8番人気）� 30789（6番人気）� 32781（4番人気）
枠連票数 計 233395 的中 （2－8） 2563（15番人気）
馬連票数 計1223391 的中 �� 3764（33番人気）
馬単票数 計 903563 的中 �� 1090（65番人気）
ワイド票数 計 415881 的中 �� 2323（32番人気）�� 3627（27番人気）�� 4684（21番人気）
3連複票数 計1600545 的中 ��� 2545（71番人気）
3連単票数 計4523709 的中 ��� 502（476番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．1―11．5―11．9―12．6―13．1―12．7―12．8―12．9―12．8―12．4―12．6

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�
12．8―24．1―36．2―47．7―59．6―1：12．2―1：25．3―1：38．0―1：50．8―2：03．7―2：16．5―2：28．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイカプレスト �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2008．8．3 函館5着

2006．2．13生 牡7黒鹿 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス 58戦4勝 賞金 85，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートロビン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月4日まで平地競走

に出走できない。

23048 8月4日 曇 良 （25函館3）第4日 第12競走 ��
��1，000�

え さ し

江 差 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
57．7
57．1

重
稍重

33 ケ ビ ン ド ゥ 牡4栗 57 菱田 裕二井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 472－ 4 58．1 2．6�
710 ド ナ リ サ 牝5鹿 55 勝浦 正樹山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 474± 0 58．42 17．9�
811 ヴェアリアスムーン 牡4栗 57 丸山 元気小林 秀樹氏 田島 良保 新冠 三村 卓也 488－ 6 58．5� 4．0�
79 	 マスターエクレール 牝4黒鹿55 津村 明秀�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm B512－ 4 58．71
 14．5�
11 	 ジャガーバローズ 牡3鹿 54 吉田 隼人猪熊 広次氏 牧 光二 米 Dierdre T. Marsh

& David LaCroix 492± 0 58．8� 5．3�
56 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 478－ 2 〃 ハナ 8．4	
55 コーリンギデオン 牡4鹿 57 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 450－12 59．0� 29．1

812 キンショーユウジャ 牡5栗 57 柴山 雄一礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 492－13 59．1� 28．7�
67 スイングエンジン 牡7栗 57 福永 祐一平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 474－ 6 〃 クビ 9．9�
68 � デュークワンダー 牡7栗 57 池添 謙一伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ

ワ牧場 B510－10 59．63 107．4
22 ロックドクトリン 牝5黒鹿55 三浦 皇成山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 482＋121：00．98 147．4�
44 � スレイプニル 牝6鹿 55 小林 徹弥栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 日西牧場 502＋361：01．64 363．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，994，800円 複勝： 56，483，200円 枠連： 19，799，500円
馬連： 145，713，200円 馬単： 62，220，700円 ワイド： 38，836，000円
3連複： 117，892，500円 3連単： 260，117，100円 計： 738，057，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 310円 � 140円 枠 連（3－7） 930円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 710円 �� 250円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 12，480円

票 数

単勝票数 計 369948 的中 � 113924（1番人気）
複勝票数 計 564832 的中 � 136983（1番人気）� 32741（7番人気）� 122170（2番人気）
枠連票数 計 197995 的中 （3－7） 15777（3番人気）
馬連票数 計1457132 的中 �� 45264（13番人気）
馬単票数 計 622207 的中 �� 12784（14番人気）
ワイド票数 計 388360 的中 �� 12300（13番人気）�� 46379（1番人気）�� 12766（11番人気）
3連複票数 計1178925 的中 ��� 39717（6番人気）
3連単票数 計2601171 的中 ��� 15386（28番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．3―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ ビ ン ド ゥ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Ashkalani デビュー 2011．10．2 中山2着

2009．3．26生 牡4栗 母 リトルナムラ 母母 フ ェ ナ 16戦4勝 賞金 51，510，000円
〔制裁〕 ヴェアリアスムーン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。
（非抽選馬） 2頭 ジェイケイホーム号・ラシーク号

３レース目



（25函館3）第4日 8月4日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 145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

187，240，000円
9，020，000円
1，210，000円
16，560，000円
50，942，000円
3，770，000円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
266，601，900円
395，199，500円
134，693，400円
582，058，300円
392，360，200円
239，681，200円
717，054，100円
1，583，254，600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 4，310，903，200円

総入場人員 6，497名 （有料入場人員 5，698名）
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