
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

23049 8月10日 曇 重 （25函館3）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
1：09．3
1：07．8

良
良

55 ウインレーベン 牡2青鹿54 五十嵐冬樹�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 436－ 21：13．2 4．6�
（北海道）

77 アイノデンドウシ 牡2鹿 54 三浦 皇成國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 398± 0 〃 クビ 1．5�
22 コパノハリー 牡2栗 54 柴山 雄一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 450－161：13．52 4．2�
33 カンタベリーツルギ 牡2鹿 54 田中 博康峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 430± 01：14．13� 60．9�
66 ルークインザスカイ 牡2栗 54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 470－ 21：14．31� 17．4�
11 メスイドール 牝2鹿 54 黛 弘人	ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 392－ 81：14．62 53．2

44 レプロンドール 牝2青鹿54 古川 吉洋桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 堤 牧場 444－ 21：14．92 34．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 12，148，000円 複勝： 16，913，000円 枠連： 発売なし
馬連： 14，401，700円 馬単： 17，374，300円 ワイド： 7，651，300円
3連複： 21，813，800円 3連単： 78，611，700円 計： 168，913，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 130円 �� 180円 �� 110円

3 連 複 ��� 190円 3 連 単 ��� 1，480円

票 数

単勝票数 計 121480 的中 � 21064（3番人気）
複勝票数 計 169130 的中 � 30159（2番人気）� 93903（1番人気）
馬連票数 計 144017 的中 �� 43021（1番人気）
馬単票数 計 173743 的中 �� 18393（3番人気）
ワイド票数 計 76513 的中 �� 16061（2番人気）�� 7623（3番人気）�� 21673（1番人気）
3連複票数 計 218138 的中 ��� 85450（1番人気）
3連単票数 計 786117 的中 ��� 39295（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．7―12．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．6―37．3―49．8―1：01．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインレーベン �

父 ハーツクライ �


母父 ミルジヨージ デビュー 2013．7．28 函館4着

2011．4．23生 牡2青鹿 母 ユーワジョイナー 母母 サシマサンダー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

23050 8月10日 晴 重 （25函館3）第5日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時20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
1：51．2
1：46．0

良
良

55 オイダシダイコ 牡2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 B454＋ 21：51．4 7．2�
44 シャドウカラーズ 牝2鹿 54 村田 一誠飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 444－ 21：51．5� 3．2�
66 ディアアイスバイン 牡2黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 浦河 福岡 光夫 464＋ 41：52．35 8．2�
811 ティーエスハーツ 牡2黒鹿54 川須 栄彦田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 518＋ 21：52．62 2．5�
810 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 468＋ 61：53．55 28．6�
11 ラッキーハンター 牡2栗 54

53 ☆菱田 裕二西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 478± 01：53．71� 28．4�
22 ヤ マ ト 牡2鹿 54

52 △横山 和生西森 鶴氏 的場 均 浦河 鎌田 正嗣 498－ 61：54．12� 26．3	
79 キタサンダイチ 牡2青鹿54 丸田 恭介
大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 458＋ 21：54．2	 63．5�
78 コスモメロス 牡2栗 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 山岡ファーム 448－ 41：54．73 174．9�
67 ア ク シ ア 牡2栗 54 黛 弘人山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 466＋ 61：55．01	 6．7
33 ビリオネアズロウ 牡2栗 54 柴山 雄一池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 472± 0 （競走中止） 225．2�
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売 得 金
単勝： 12，826，300円 複勝： 21，789，200円 枠連： 4，708，700円
馬連： 17，717，300円 馬単： 15，057，100円 ワイド： 10，519，800円
3連複： 25，940，800円 3連単： 52，280，600円 計： 160，839，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 180円 � 260円 枠 連（4－5） 1，090円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 430円 �� 910円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 22，940円

票 数

単勝票数 計 128263 的中 � 14106（4番人気）
複勝票数 計 217892 的中 � 29148（3番人気）� 34665（2番人気）� 20261（5番人気）
枠連票数 計 47087 的中 （4－5） 3191（6番人気）
馬連票数 計 177173 的中 �� 9570（6番人気）
馬単票数 計 150571 的中 �� 3717（13番人気）
ワイド票数 計 105198 的中 �� 6367（4番人気）�� 2651（13番人気）�� 6221（5番人気）
3連複票数 計 259408 的中 ��� 5419（11番人気）
3連単票数 計 522806 的中 ��� 1682（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．7―49．3―1：01．7―1：13．9―1：26．3―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オイダシダイコ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Gone West デビュー 2013．7．7 函館3着

2011．3．31生 牡2黒鹿 母 モ ロ ウ ジ ュ 母母 Chicarica 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走状況〕 コスモメロス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ビリオネアズロウ号は，競走中に異常歩様となったため1コーナーで競走中止。
〔制裁〕 アクシア号の騎手黛弘人は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）

ラッキーハンター号の騎手菱田裕二は，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：2番）
〔調教再審査〕 ビリオネアズロウ号は，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。
※ティーエスハーツ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 函館競馬 第５日



23051 8月10日 晴 重 （25函館3）第5日 第3競走 ��1，700�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
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

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± 01：45．5 1．7�

11 レッドエンブレム 牡3黒鹿56 田中 博康 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490＋ 21：45．92� 5．9�
22 ミッキーフィーバー 牡3鹿 56 川須 栄彦野田みづき氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 502－14 〃 ハナ 13．0�
56 テイエムプリンセス 牝3黒鹿54 松田 大作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 松浦牧場 458＋ 81：46．32� 32．0�
68 アンサングヒーロー 牡3栗 56 柴山 雄一池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 林 孝輝 492－ 81：46．4� 16．5�
710 ブロンドヒロイン 牝3栗 54 津村 明秀 	社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B458＋ 41：46．61� 40．2

45 マイネルゴスホーク 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 494＋ 41：47．34 5．8�
812 バシニアティヴ 牝3栗 54 上村 洋行石橋 英郎氏 高橋 義博 洞爺湖 メジロ牧場 418± 0 〃 ハナ 112．4�
813 アヴェンタドール 牡3青鹿56 五十嵐冬樹前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 504－ 41：48．04 30．7
（北海道）

44 ケイアイレーヴェ 牡3青鹿56 荻野 琢真亀田 和弘氏 白井 寿昭 新ひだか 平野牧場 470＋ 8 〃 ハナ 251．5�
57 メイショウキラボシ 牡3黒鹿56 北村 宏司松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 B478＋ 81：48．1クビ 67．2�
69 アトラスバローズ 牡3栗 56 四位 洋文猪熊 広次氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 494＋ 41：48．63 14．4�
711 スキップコード 牡3青 56

54 △横山 和生池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 田中 裕之 468＋ 41：48．7� 156．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 14，232，700円 複勝： 23，321，800円 枠連： 5，222，400円
馬連： 19，070，000円 馬単： 17，421，800円 ワイド： 11，077，600円
3連複： 27，840，600円 3連単： 60，371，300円 計： 178，558，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連（1－3） 390円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 210円 �� 560円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 5，990円

票 数

単勝票数 計 142327 的中 � 66638（1番人気）
複勝票数 計 233218 的中 � 97667（1番人気）� 37665（2番人気）� 14706（4番人気）
枠連票数 計 52224 的中 （1－3） 9960（1番人気）
馬連票数 計 190700 的中 �� 36364（2番人気）
馬単票数 計 174218 的中 �� 22175（2番人気）
ワイド票数 計 110776 的中 �� 16198（2番人気）�� 4487（5番人気）�� 2535（10番人気）
3連複票数 計 278406 的中 ��� 10457（2番人気）
3連単票数 計 603713 的中 ��� 7450（9番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．8―12．3―12．4―12．4―12．8―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．5―41．8―54．2―1：06．6―1：19．4―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．9
1
3
3，6－（4，7）（5，8）－（1，9）（2，12）（10，13）11
3－6－8，7（5，1）（2，10）（4，9）（12，13）11

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

勝馬の
紹 介

ムテキザセカンド �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．17 小倉6着

2010．3．23生 牡3栗 母 タニノジャドール 母母 タニノブーケ 7戦1勝 賞金 7，090，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ウォーターシュート号・カンタベリーリュウ号・コウヨウセレクト号・ヒミノコンドル号・ブラックジュエル号・

ムジョウノカゼ号・メジャープレゼンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

23052 8月10日 晴 重 （25函館3）第5日 第4競走 ��1，000�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
57．7
57．1

重
稍重

68 シャッセロール 牝3鹿 54 川須 栄彦名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 452＋ 4 59．0 5．7�
812 ヒ シ ダ イ ヤ 牝3鹿 54 藤田 伸二阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 474＋ 8 59．63� 9．8�
22 ラ サ イ ニ 牝3黒鹿 54

52 △横山 和生加藤 信之氏 土田 稔 新冠 ヒノデファーム 466＋ 6 59．7� 6．5�
11 ホワイトコーヒー 牡3芦 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか グランド牧場 B448± 0 59．91 7．7�
710 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 422＋ 21：00．11� 5．2�
55 メイショウオニグマ 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 B490＋ 81：00．2� 21．8	
811 クレバームレイニー 牝3青鹿54 丹内 祐次
岡崎牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 460－ 21：00．3クビ 120．6�
33 リリーゴーゴー 牡3栗 56 丸田 恭介土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 B426－ 81：00．4� 45．5�
67 ユ リ シ ー ズ 牡3鹿 56 松田 大作
髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 474＋ 41：00．5� 40．8
44 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 474－10 〃 クビ 4．4�
56 ケンブリッジアトナ 牝3栗 54 柴山 雄一中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 430＋ 21：00．6� 156．1�
79 ハートランド 牡3青鹿56 吉田 隼人 
社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム 496＋ 61：01．13 6．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 11，980，500円 複勝： 21，096，500円 枠連： 6，263，700円
馬連： 18，493，700円 馬単： 14，350，500円 ワイド： 10，355，800円
3連複： 27，073，200円 3連単： 49，018，800円 計： 158，632，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 330円 � 200円 枠 連（6－8） 2，830円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 760円 �� 840円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 7，730円 3 連 単 ��� 41，880円

票 数

単勝票数 計 119805 的中 � 16814（3番人気）
複勝票数 計 210965 的中 � 29978（4番人気）� 14666（7番人気）� 30273（3番人気）
枠連票数 計 62637 的中 （6－8） 1639（13番人気）
馬連票数 計 184937 的中 �� 5480（16番人気）
馬単票数 計 143505 的中 �� 2512（22番人気）
ワイド票数 計 103558 的中 �� 3443（9番人気）�� 3060（14番人気）�� 2225（21番人気）
3連複票数 計 270732 的中 ��� 2588（34番人気）
3連単票数 計 490188 的中 ��� 864（176番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．8―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．4―35．2―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャッセロール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．6．9 阪神6着

2010．2．28生 牝3鹿 母 ポ ポ ラ ス 母母 リトルオードリー 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 ハートランド号の騎手吉田隼人は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スリーブラック号・ミスマープル号・リュウノヒゲ号
（非抽選馬） 1頭 マルトクスパート号



23053 8月10日 晴 重 （25函館3）第5日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走11時50分 （ダート・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
1：49．8
1：45．6

良
不良

44 グランドサッシュ 牡2黒鹿54 津村 明秀有限会社シルク武市 康男 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448 ―1：48．4レコード 4．4�

33 ニューヘリテージ 牡2栗 54 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 安原 実 472 ―1：48．5� 1．5�
55 ネイティヴコード 牝2鹿 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 500 ―1：51．1大差 4．6�
22 ニットギブソン 牡2青鹿54 菅原 隆一水野 英樹氏 和田 正道 日高 増尾牧場 456 ―1：51．2� 72．8�
66 エストデスティネ 牡2栗 54 藤田 伸二橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか フジワラフアーム 492 ―1：53．2大差 23．1�
11 レディーインキモン 牝2栗 54 上村 洋行小林 祥晃氏 沖 芳夫 日高 ヤナガワ牧場 434 ―1：53．94 10．6�

（6頭）

売 得 金
単勝： 13，588，600円 複勝： 15，261，500円 枠連： 発売なし
馬連： 12，790，800円 馬単： 15，919，800円 ワイド： 6，495，700円
3連複： 14，155，100円 3連単： 65，887，100円 計： 144，098，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 130円 �� 200円 �� 130円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 135886 的中 � 24502（2番人気）
複勝票数 計 152615 的中 � 23961（3番人気）� 85246（1番人気）
馬連票数 計 127908 的中 �� 37206（1番人気）
馬単票数 計 159198 的中 �� 12970（4番人気）
ワイド票数 計 64957 的中 �� 13591（2番人気）�� 6243（4番人気）�� 14921（1番人気）
3連複票数 計 141551 的中 ��� 43592（1番人気）
3連単票数 計 658871 的中 ��� 27743（5番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．6―13．0―13．4―13．5―13．2―12．3―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―31．1―44．1―57．5―1：11．0―1：24．2―1：36．5

コーナー
通過順位

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

2
4
・（1，3）4，2，5－6・（3，4）－（1，2，5）＝6

勝馬の
紹 介

グランドサッシュ 	


父 ハーツクライ 	



母父 パラダイスクリーク 初出走

2011．2．27生 牡2黒鹿 母 レイサッシュ 母母 ゴールデンサッシュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23054 8月10日 晴 稍重 （25函館3）第5日 第6競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：06．5

良
良

35 タオルチャン 牝3栗 54
52 △横山 和生加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 434＋ 21：10．8 19．6�

12 � ストライクルート 牝3栗 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 須貝 尚介 米 Shadai Cor-
poration B436＋181：11．43� 18．7�

47 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± 0 〃 ハナ 3．3�

48 ビーフィットウォー 牝3青鹿54 四位 洋文 �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 428＋ 4 〃 クビ 4．2�

815 ハッピーシーショア 牝3鹿 54 北村 宏司道永 幸治氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 440－ 41：11．5クビ 13．0	
713 ファインスマッシュ 牝3鹿 54 荻野 琢真
須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 444＋ 81：11．81	 22．7�
23 レディースワロー 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政中村 浩章氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 438＋121：12．33 318．0�
510 クリアビュー 牝3鹿 54 上村 洋行髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 454－ 81：12．5	 62．1
24 ハーマンミュート 
3青鹿56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B480＋ 41：12．6	 5．9�
714 ド ヴ ェ ル グ 牡3鹿 56 松田 大作岡 浩二氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム 448－ 21：12．7	 80．1�
11 ポッドジャンヌ 牝3鹿 54 丸山 元気小川眞査雄氏 大竹 正博 新ひだか 下屋敷牧場 500＋14 〃 クビ 118．5�
611 オンワードハーバー 
3芦 56 勝浦 正樹樫山 章子氏 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 420－ 41：12．8クビ 62．2�
59 ロージーローズ 牝3鹿 54 川島 信二北駿競走馬組合 田島 良保 新ひだか 上村 清志 468＋201：13．01 63．4�
36 ショウナンマリッジ 牝3鹿 54 五十嵐冬樹国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 中原牧場 426－ 2 〃 クビ 51．3�

（北海道）

816 マヤノラムダ 牡3栗 56 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 480± 01：13．63� 13．2�
612 アンバサダー 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 474＋ 61：13．81� 6．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，194，900円 複勝： 21，270，200円 枠連： 8，572，400円
馬連： 22，823，300円 馬単： 14，942，000円 ワイド： 13，077，000円
3連複： 32，233，700円 3連単： 55，072，200円 計： 181，185，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 650円 � 520円 � 150円 枠 連（1－3） 16，350円

馬 連 �� 26，830円 馬 単 �� 62，310円

ワ イ ド �� 7，280円 �� 1，910円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 29，120円 3 連 単 ��� 254，030円

票 数

単勝票数 計 131949 的中 � 5313（8番人気）
複勝票数 計 212702 的中 � 6846（9番人気）� 8775（7番人気）� 53558（1番人気）
枠連票数 計 85724 的中 （1－3） 387（27番人気）
馬連票数 計 228233 的中 �� 628（56番人気）
馬単票数 計 149420 的中 �� 177（115番人気）
ワイド票数 計 130770 的中 �� 432（58番人気）�� 1696（23番人気）�� 2144（17番人気）
3連複票数 計 322337 的中 ��� 817（83番人気）
3連単票数 計 550722 的中 ��� 160（615番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．1―47．0―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タオルチャン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Broad Brush デビュー 2013．1．21 中山2着

2010．3．7生 牝3栗 母 ブロードマインディド 母母 Nimble Mind 9戦1勝 賞金 9，000，000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） 1頭 ナデシコホマレ号
（非抽選馬） 2頭 アイドルワン号・クリノアルプス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



23055 8月10日 晴 重 （25函館3）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

89 ピュアダイヤモンド 牝4青鹿55 黛 弘人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 470＋ 41：45．2 7．2�
33 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 460＋ 21：45．52 38．1�
11 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 452＋ 6 〃 アタマ 12．0�
44 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＋ 21：45．6クビ 7．9�
66 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 476＋ 8 〃 アタマ 2．1�
88 アドマイヤゼファー 牝3鹿 52 四位 洋文近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：46．02� 5．7	
22 コスモレイラ 牝4青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 4 〃 クビ 52．2

55 マイティマックス 牝3鹿 52

51 ☆菱田 裕二 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 504＋101：47．27 4．9�
77 ネオザスティング 牝5栗 55 北村 宏司小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 448± 01：47．4� 97．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 16，778，000円 複勝： 25，637，700円 枠連： 5，476，300円
馬連： 20，152，700円 馬単： 16，778，500円 ワイド： 11，724，700円
3連複： 30，100，900円 3連単： 67，027，100円 計： 193，675，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 570円 � 290円 枠 連（3－8） 3，660円

馬 連 �� 6，230円 馬 単 �� 11，000円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 900円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 14，130円 3 連 単 ��� 92，290円

票 数

単勝票数 計 167780 的中 � 18368（4番人気）
複勝票数 計 256377 的中 � 40923（2番人気）� 10039（7番人気）� 22944（6番人気）
枠連票数 計 54763 的中 （3－8） 1107（12番人気）
馬連票数 計 201527 的中 �� 2388（22番人気）
馬単票数 計 167785 的中 �� 1126（36番人気）
ワイド票数 計 117247 的中 �� 1967（18番人気）�� 3311（12番人気）�� 1251（24番人気）
3連複票数 計 301009 的中 ��� 1573（41番人気）
3連単票数 計 670271 的中 ��� 536（243番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．5―12．3―12．5―12．4―12．8―12．6―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．3―41．6―54．1―1：06．5―1：19．3―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピュアダイヤモンド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2011．12．11 中山5着

2009．5．2生 牝4青鹿 母 ピュアブラウン 母母 On the Hook 17戦2勝 賞金 18，420，000円
〔その他〕 マイティマックス号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

23056 8月10日 晴 重 （25函館3）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

710 ビーナストリック 牝3栗 52 藤田 伸二友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 446－10 58．9 12．3�
79 ヒカルソラフネ 牡4鹿 57 吉田 隼人髙橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 59．21� 4．3�
812 カルブンクルス 牝4青 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 470－ 2 59．3� 2．6�
55 プリサイストップ 牡6鹿 57 松田 大作冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム 496－ 6 59．4� 111．6�
33 レイズオブザサン 牡4黒鹿57 村田 一誠吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 450－12 59．5� 42．0�
811 フォースフル 牡4黒鹿57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 490－ 6 59．7� 14．7	
67 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 422－ 6 59．91� 53．5

56 ス ペ リ オ ル 牝3黒鹿 52

51 ☆菱田 裕二下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B474－ 4 〃 クビ 28．2�
22 ナイキトリック 牝5鹿 55 古川 吉洋小野 誠治氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 01：00．0クビ 106．2�
44 モリトブイコール 	5栗 57

55 △横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 476－ 4 〃 アタマ 6．9
11 バクシンパワー 	3鹿 54

51 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 470＋ 41：00．1� 4．7�
68 カリスマアキラ 牡4栗 57 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム B472－ 6 〃 アタマ 24．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，815，100円 複勝： 29，808，000円 枠連： 7，252，600円
馬連： 27，049，200円 馬単： 19，931，200円 ワイド： 13，974，500円
3連複： 35，536，000円 3連単： 72，045，600円 計： 223，412，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 260円 � 170円 � 130円 枠 連（7－7） 2，550円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 6，280円

ワ イ ド �� 930円 �� 820円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 28，300円

票 数

単勝票数 計 178151 的中 � 11459（5番人気）
複勝票数 計 298080 的中 � 22656（5番人気）� 47704（3番人気）� 77042（1番人気）
枠連票数 計 72526 的中 （7－7） 2101（10番人気）
馬連票数 計 270492 的中 �� 7435（10番人気）
馬単票数 計 199312 的中 �� 2343（24番人気）
ワイド票数 計 139745 的中 �� 3414（12番人気）�� 3942（9番人気）�� 13615（1番人気）
3連複票数 計 355360 的中 ��� 9110（9番人気）
3連単票数 計 720456 的中 ��� 1879（89番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―35．1―47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーナストリック �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．10．14 新潟2着

2010．4．27生 牝3栗 母 ゴーゴーナイナー 母母 プラスマチョン 12戦2勝 賞金 21，442，000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 コロカムイ号



23057 8月10日 晴 重 （25函館3）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

33 ナリタハリケーン 牡4鹿 57 吉田 隼人�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 41：45．6 1．4�

11 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 472± 01：45．7� 3．8�
77 ユキノマークン 牡5鹿 57 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 494＋ 41：45．91� 58．9�
66 � 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 452± 01：46．22 12．3�
22 カンタベリーリュウ 牡3鹿 54

52 △横山 和生峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 B488－ 21：46．3クビ 81．9	
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 468－101：46．62 24．2

55 タマモデザイア 牡4鹿 57

56 ☆菱田 裕二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 490＋ 4 〃 アタマ 51．6�
44 マ ル マ ロ ス 牡3芦 54 柴山 雄一ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B514＋ 61：47．45 29．5�
88 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 442＋ 21：48．03	 24．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 19，366，600円 複勝： 49，909，200円 枠連： 6，643，100円
馬連： 25，652，300円 馬単： 26，254，600円 ワイド： 12，188，500円
3連複： 34，942，000円 3連単： 115，599，500円 計： 290，555，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 � 650円 枠 連（1－3） 150円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 230円

ワ イ ド �� 130円 �� 800円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 193666 的中 � 115552（1番人気）
複勝票数 計 499092 的中 � 344923（1番人気）� 74923（2番人気）� 4643（8番人気）
枠連票数 計 66431 的中 （1－3） 33331（1番人気）
馬連票数 計 256523 的中 �� 112777（1番人気）
馬単票数 計 262546 的中 �� 87365（1番人気）
ワイド票数 計 121885 的中 �� 37566（1番人気）�� 2732（12番人気）�� 1928（14番人気）
3連複票数 計 349420 的中 ��� 14091（6番人気）
3連単票数 計1155995 的中 ��� 22693（10番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．9―12．1―12．8―13．0―12．9―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．8―41．9―54．7―1：07．7―1：20．6―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリタハリケーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．10 阪神1着

2009．4．10生 牡4鹿 母 シュペリユール 母母 ファビラスラフイン 11戦3勝 賞金 26，190，000円
※カンタベリーリュウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23058 8月10日 晴 稍重 （25函館3）第5日 第10競走 ��
��1，800�コ ス モ ス 賞

発走14時50分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：51．2
1：46．0

良
良

711 マイネルフロスト 牡2芦 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 478＋141：51．7 3．7�

45 サトノフェラーリ 牡2鹿 54 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 ハナ 2．8�
814 マイネグレヴィル 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 458± 0 〃 クビ 8．1�
46 セレッソレアル 牝2栗 54 丸山 元気三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 462± 01：52．44 47．2�
11 � ハッピースプリント 牡2鹿 54 宮崎 光行�辻牧場 田中 淳司 浦河 辻 牧場 508± 0 〃 ハナ 4．9	

（北海道） （北海道）

69 リターンラルク 牡2鹿 54 松田 大作山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 446－ 61：52．5クビ 6．6

33 ウインイルソーレ 牡2鹿 54 丸田 恭介�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 480－ 21：53．13	 53．6�
813� モリデンボス 牡2鹿 54 松井 伸也森田 芳男氏 斉藤 正弘 新冠 森田 芳男 498± 0 〃 アタマ 105．0�

（北海道） （北海道）

58 デンコウウノ 牡2鹿 54 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 470－ 81：53．31
 34．1
712 サ ン グ ラ ス 牡2青鹿54 田中 博康玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 486－ 2 〃 クビ 57．8�
610� エイシンオーガスタ 牝2青鹿54 岩橋 勇二平井 克彦氏 田中 正二 浦河 栄進牧場 440－ 81：53．72	 243．7�

（北海道） （北海道）

57 � ワイルドサプライズ 牡2青鹿54 五十嵐冬樹福本 次雄氏 堂山 芳則 日高 藤本 直弘 458＋ 21：53．9� 110．1�
（北海道） （北海道）

22 � エイシンホクトセイ 牡2鹿 54 服部 茂史平井 克彦氏 松本 隆宏 新ひだか 城地 清満 460＋ 21：54．0� 134．7�
（北海道） （北海道）

34 ダンツキャノン 牡2栗 54 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 506＋101：55．7大差 25．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，562，400円 複勝： 43，269，200円 枠連： 11，729，500円
馬連： 59，270，900円 馬単： 38，006，500円 ワイド： 25，910，900円
3連複： 76，776，800円 3連単： 151，455，500円 計： 443，981，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 130円 � 200円 枠 連（4－7） 530円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 270円 �� 510円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 5，290円

票 数

単勝票数 計 375624 的中 � 81126（2番人気）
複勝票数 計 432692 的中 � 78239（2番人気）� 107656（1番人気）� 46423（5番人気）
枠連票数 計 117295 的中 （4－7） 16574（1番人気）
馬連票数 計 592709 的中 �� 75581（1番人気）
馬単票数 計 380065 的中 �� 22972（2番人気）
ワイド票数 計 259109 的中 �� 27176（1番人気）�� 11840（7番人気）�� 12927（5番人気）
3連複票数 計 767768 的中 ��� 43969（3番人気）
3連単票数 計1514555 的中 ��� 21148（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．3―35．8―49．3―1：02．3―1：15．4―1：27．8―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．3
1
3
12（3，14）（8，11）1，10（4，7，5，13）（6，9）－2・（12，14）（3，11）8（1，5）（10，13，9）（7，6）－（4，2）

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

勝馬の
紹 介

マイネルフロスト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2013．6．9 東京1着

2011．3．8生 牡2芦 母 スリースノーグラス 母母 ダイヤモンドスノー 2戦2勝 賞金 22，294，000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 ティーエスハーツ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



23059 8月10日 晴 稍重 （25函館3）第5日 第11競走 ��
��1，200�道新スポーツ杯

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

道新スポーツ賞（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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

11 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 448＋ 21：10．5 4．3�
89 レオンビスティー 牡4鹿 57 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 486－ 4 〃 クビ 3．7�
88 � 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 B462＋ 21：10．6クビ 2．1�
33 メイショウヒデタダ 牡4黒鹿57 吉田 隼人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 474－ 41：10．91	 14．3�
55 ダンツミュータント 牡4青鹿57 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 436－ 21：11．11
 12．4�
22 ツクバリンカーン 牡3芦 54 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 534＋ 41：11．31 29．3	
66 ニコールバローズ 牝4黒鹿55 北村 宏司猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 446± 0 〃 クビ 13．1

44 ヘリオスフィア 牡4黒鹿57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B470－ 21：11．83 96．4�
77 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 516＋ 41：12．43� 181．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，543，100円 複勝： 51，873，900円 枠連： 22，750，500円
馬連： 88，038，400円 馬単： 61，130，400円 ワイド： 31，687，100円
3連複： 106，437，200円 3連単： 297，800，400円 計： 693，261，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 120円 � 110円 枠 連（1－8） 260円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 270円 �� 170円 �� 180円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 335431 的中 � 61502（3番人気）
複勝票数 計 518739 的中 � 83017（3番人気）� 102722（2番人気）� 189459（1番人気）
枠連票数 計 227505 的中 （1－8） 64647（1番人気）
馬連票数 計 880384 的中 �� 80232（3番人気）
馬単票数 計 611304 的中 �� 29777（6番人気）
ワイド票数 計 316871 的中 �� 24694（3番人気）�� 53740（1番人気）�� 48530（2番人気）
3連複票数 計1064372 的中 ��� 207074（1番人気）
3連単票数 計2978004 的中 ��� 69494（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―11．6―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．4―47．0―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランダムール 
�
父 アドマイヤコジーン 

�
母父 Woodman デビュー 2011．7．10 中山1着

2009．4．6生 牝4栗 母 ウッディークー 母母 ブリズントゥアウィン 15戦4勝 賞金 66，532，000円

23060 8月10日 晴 稍重 （25函館3）第5日 第12競走 ��
��2，600�

は っ こ う だ さ ん

八 甲 田 山 特 別
発走16時05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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：39．4
2：37．3

良
良

45 リメインサイレント 牝3鹿 52 津村 明秀 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 484－182：45．8 9．9�
22 ダノンフェニックス 牡5黒鹿57 松田 大作�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456－ 6 〃 ハナ 3．7�
813 ジャングルパサー 牡3鹿 54 藤田 伸二有限会社シルク山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 506± 02：46．12 8．2�
68 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 464－ 42：46．42 29．0�
57 ワールドレーヴ 牡3黒鹿54 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 464＋ 42：46．72 9．4	
710� スリーヴェローチェ 牡4鹿 57 川島 信二永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 464＋ 42：46．8	 6．0

56 � リッカタキシード 牡6黒鹿57 吉田 隼人立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 462＋ 82：47．43	 24．5�
711 マイネルイグアス 牡4青鹿57 丹内 祐次 �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 450－ 62：47．5	 211．0�
33 アサクサベルーガ 牡3黒鹿54 川須 栄彦田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 460＋ 42：47．82 6．5
812 ラ プ タ 牡3鹿 54 丸田 恭介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 B492＋102：48．11
 22．2�
11 オ ム ニ バ ス 牡3青鹿54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 42：48．2
 6．7�
69 ミレニアムゴールド 牡4芦 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 458－ 42：48．3	 20．6�
44 カ ー バ 牡4青鹿57 菱田 裕二�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B496＋ 22：49．25 65．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，315，800円 複勝： 46，905，600円 枠連： 15，208，200円
馬連： 88，855，300円 馬単： 36，002，700円 ワイド： 29，276，900円
3連複： 93，705，800円 3連単： 164，951，100円 計： 501，221，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 340円 � 150円 � 270円 枠 連（2－4） 2，260円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，380円 �� 740円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 42，390円

票 数

単勝票数 計 263158 的中 � 20987（7番人気）
複勝票数 計 469056 的中 � 30243（7番人気）� 107864（1番人気）� 40940（5番人気）
枠連票数 計 152082 的中 （2－4） 4983（16番人気）
馬連票数 計 888553 的中 �� 26904（9番人気）
馬単票数 計 360027 的中 �� 4786（24番人気）
ワイド票数 計 292769 的中 �� 8545（8番人気）�� 5107（22番人気）�� 10010（5番人気）
3連複票数 計 937058 的中 ��� 9629（27番人気）
3連単票数 計1649511 的中 ��� 2872（153番人気）

ハロンタイム 13．4―12．3―12．3―12．6―12．6―13．0―13．3―13．6―13．4―12．7―12．4―12．1―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�
13．4―25．7―38．0―50．6―1：03．2―1：16．2―1：29．5―1：43．1―1：56．5―2：09．2―2：21．6―2：33．7

コーナー
通過順位

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

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

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 9戦2勝 賞金 19，137，000円
〔制裁〕 アサクサベルーガ号の騎手川須栄彦は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番）



（25函館3）第5日 8月10日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 131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

174，840，000円
8，980，000円
1，100，000円
14，730，000円
46，304，000円
3，406，000円
1，257，600円

勝馬投票券売得金
229，352，000円
367，055，800円
93，827，400円
414，315，600円
293，169，400円
183，939，800円
526，555，900円
1，230，120，900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 3，338，336，800円

総入場人員 3，444名 （有料入場人員 2，965名）
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