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23061 8月11日 曇 稍重 （25函館3）第6日 第1競走 ��1，700�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
1：48．4
1：45．6

重
不良

78 パ ブ ロ ワ 牝2芦 54 丸山 元気菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 506＋ 21：48．1レコード 7．0�
810 コスモチャイム 牡2黒鹿54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム B466＋ 61：48．73� 20．6�
77 コスモパトラ 牡2鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 446－ 2 〃 クビ 49．1�
22 ミュゼキングダム 牡2鹿 54 古川 吉洋髙橋 仁氏 大江原 哲 浦河 笠松牧場 498－ 21：49．01� 28．5�
66 プレストウィック 牡2芦 54 勝浦 正樹有限会社シルク武藤 善則 安平 ノーザンファーム 512－141：49．1� 7．9�
33 ハイベストバイオ 牡2黒鹿54 荻野 琢真バイオ	 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 41：49．2クビ 2．4

89 イタリアンフェッテ 牝2鹿 54 丸田 恭介友水 達也氏 石毛 善彦 平取 高橋 啓 426＋ 21：49．41� 120．2�
11 クリノエビスジン 牡2鹿 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 480± 0 〃 クビ 7．0�
55 エ キ マ エ 牡2鹿 54 川須 栄彦古川 智洋氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム 498－ 41：49．5� 11．9
44 ニシノマテンロウ 牡2黒鹿54 吉田 隼人西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 498－101：49．71 4．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，220，600円 複勝： 27，442，200円 枠連： 5，274，400円
馬連： 25，475，300円 馬単： 19，875，100円 ワイド： 13，786，000円
3連複： 38，273，100円 3連単： 76，678，600円 計： 221，025，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 290円 � 580円 � 1，180円 枠 連（7－8） 2，100円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 10，980円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 3，640円 �� 4，440円

3 連 複 ��� 43，590円 3 連 単 ��� 211，160円

票 数

単勝票数 計 142206 的中 � 16239（3番人気）
複勝票数 計 274422 的中 � 28183（4番人気）� 12102（7番人気）� 5526（9番人気）
枠連票数 計 52744 的中 （7－8） 1859（11番人気）
馬連票数 計 254753 的中 �� 3774（18番人気）
馬単票数 計 198751 的中 �� 1336（39番人気）
ワイド票数 計 137860 的中 �� 2435（19番人気）�� 924（31番人気）�� 755（33番人気）
3連複票数 計 382731 的中 ��� 648（77番人気）
3連単票数 計 766786 的中 ��� 268（398番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．3―12．8―13．2―12．6―12．8―13．1―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．7―43．5―56．7―1：09．3―1：22．1―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パ ブ ロ ワ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．6．22 東京8着

2011．3．18生 牝2芦 母 バブルファンタジー 母母 バブルプロスペクター 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 コスモパトラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

23062 8月11日 曇 稍重 （25函館3）第6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

22 マスタープラチナム 牝3栗 54 村田 一誠�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 454－ 61：47．8 11．9�
812 トーワフォーエバー 牝3芦 54 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 468＋10 〃 クビ 9．9�
56 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 438＋101：48．01 15．2�

33 ペプチドアメジスト 牝3栗 54 勝浦 正樹沼川 一彦氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 468－ 21：48．1� 48．4�
813 ソルダテッサ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 444＋ 61：48．41� 16．4�
11 ネクストフラワー 牝3栗 54 竹之下智昭吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム 460－161：48．5� 145．0	
45 マキアージュシチー 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 
友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 日高大洋牧場 464＋ 41：48．81� 2．0�
711 イニシャルダブル 牝3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 410－ 21：49．01� 22．3�
69 ジンジャーミスト 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B430－ 41：49．21� 6．7
68 トーコーヴィオラ 牝3黒鹿54 松田 大作森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：49．41� 6．9�
710 ヤマニンアドーレ 牝3芦 54 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 420－ 21：49．5クビ 21．1�
57 マスタープリメーラ 牝3鹿 54 丸田 恭介村山 卓也氏 池上 昌弘 浦河 木戸口牧場 474＋141：50．77 77．4�
44 ラッドルチェンド 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B478－ 4 〃 アタマ 103．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，995，400円 複勝： 21，623，400円 枠連： 7，367，700円
馬連： 21，877，200円 馬単： 15，546，700円 ワイド： 12，424，200円
3連複： 31，537，200円 3連単： 51，588，000円 計： 176，959，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 300円 � 440円 � 330円 枠 連（2－8） 3，160円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 11，770円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，440円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 14，300円 3 連 単 ��� 93，550円

票 数

単勝票数 計 149954 的中 � 9950（5番人気）
複勝票数 計 216234 的中 � 19910（4番人気）� 12358（6番人気）� 17929（5番人気）
枠連票数 計 73677 的中 （2－8） 1723（12番人気）
馬連票数 計 218772 的中 �� 2809（22番人気）
馬単票数 計 155467 的中 �� 975（44番人気）
ワイド票数 計 124242 的中 �� 1794（21番人気）�� 2142（17番人気）�� 1365（27番人気）
3連複票数 計 315372 的中 ��� 1628（50番人気）
3連単票数 計 515880 的中 ��� 407（300番人気）

ハロンタイム 7．2―10．7―11．5―12．7―13．3―12．6―13．0―13．2―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―17．9―29．4―42．1―55．4―1：08．0―1：21．0―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マスタープラチナム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2013．5．19 東京15着

2010．3．24生 牝3栗 母 プ ラ チ ナ ム 母母 ショウエイミズキ 5戦1勝 賞金 7，090，000円

第３回 函館競馬 第６日



23063 8月11日 曇 良 （25函館3）第6日 第3競走 ��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

24 ピ ュ ク シ ス 牝3青 54
53 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470± 02：05．2 6．5�

11 フェイマスシーン 牡3鹿 56 黛 弘人笠原 幸六氏 大久保洋吉 平取 高橋 啓 472－ 2 〃 アタマ 19．7�
12 メイショウグレア 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 430＋162：05．3� 7．0�
714 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± 0 〃 ハナ 8．2�
816 ダルメシアン 牡3青 56 松田 大作本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田 宗将 474－ 62：05．61� 14．8�
47 ワイドキング 牡3鹿 56 村田 一誠幅田 昌伸氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 470－ 82：05．81 43．5	
713 セビジャーナス 牝3黒鹿54 小林 徹弥加藤 厚子氏 浅野洋一郎 日高 広富牧場 432＋ 2 〃 クビ 41．3

36 シャイニーデイズ 牡3鹿 56 津村 明秀小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 478－ 42：06．11� 22．6�
815 ジェットソング 牡3黒鹿56 四位 洋文橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 追分ファーム 454＋ 8 〃 クビ 7．7�
35 エイトエンダー 牡3黒鹿56 三浦 皇成吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 478＋ 22：06．2クビ 2．3
48 コスモライセンス 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 438＋ 42：06．41� 156．0�
612 クリノローガン 牡3鹿 56 上村 洋行栗本 博晴氏 成島 英春 日高 宝寄山 忠則 440－142：06．72 292．7�
611 ミ ラ イ エ 牝3鹿 54 川須 栄彦林 正道氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 418＋18 〃 ハナ 20．6�
23 グンジョウノソラ 牝3黒鹿54 菅原 隆一内藤 好江氏 浅野洋一郎 新ひだか 本桐牧場 424－ 42：06．91� 292．7�
59 アナザーガール 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政薪浦 亨氏 牧田 和弥 安平 吉田 三郎 414＋ 82：07．0クビ 298．6�
510 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 432＋ 42：07．1� 163．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，004，800円 複勝： 23，544，300円 枠連： 8，500，400円
馬連： 23，694，800円 馬単： 16，450，300円 ワイド： 13，342，400円
3連複： 37，425，100円 3連単： 56，608，400円 計： 194，570，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 330円 � 240円 枠 連（1－2） 1，500円

馬 連 �� 4，020円 馬 単 �� 7，960円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 700円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 6，930円 3 連 単 ��� 57，390円

票 数

単勝票数 計 150048 的中 � 18353（2番人気）
複勝票数 計 235443 的中 � 30732（2番人気）� 17047（7番人気）� 27689（3番人気）
枠連票数 計 85004 的中 （1－2） 4201（8番人気）
馬連票数 計 236948 的中 �� 4358（17番人気）
馬単票数 計 164503 的中 �� 1527（35番人気）
ワイド票数 計 133424 的中 �� 2409（17番人気）�� 4887（5番人気）�� 2409（17番人気）
3連複票数 計 374251 的中 ��� 3991（24番人気）
3連単票数 計 566084 的中 ��� 728（191番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．2―49．3―1：02．7―1：15．9―1：28．3―1：40．6―1：52．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．9
1
3
3－4（1，16）（7，12，15）（2，5）8，14（6，9）13－10－11・（3，4）（1，16，15）（12，5）7（8，14）（2，13）9，6，10，11

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

勝馬の
紹 介

ピ ュ ク シ ス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．18 京都2着

2010．2．12生 牝3青 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 5戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 メイショウグレア号の騎手伴啓太は，4コーナー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

50，000円。（被害馬：13番）
フロレント号の騎手丸田恭介は，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：15番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アンカジャポニカ号・グラスリード号・コスモサンチャン号・タイセイゴディス号・ダイメイハルオ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウゴリン号

23064 8月11日 晴 稍重 （25函館3）第6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

711 ステージジャンプ 牡3鹿 56 勝浦 正樹小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B500－ 21：46．3 4．2�
813� ブ ラ ゾ ン 牡3芦 56 三浦 皇成前田 幸治氏 尾関 知人 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 454± 0 〃 クビ 16．7�

710 リライブナカヤマ 牡3鹿 56
55 ☆菱田 裕二�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 B454＋ 21：47．36 3．1�

11 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 454± 0 〃 ハナ 6．2�
22 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 496＋ 21：47．83 56．2�
44 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 456＋ 21：47．9� 25．9	
57 エアセノーテ 牡3栗 56 松田 大作 
ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 498＋ 21：48．11� 8．3�
812 ニホンピロホウオー 牡3黒鹿56 村田 一誠小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 B446－ 81：48．2クビ 10．0�
68 � ゴールデンステッキ 牡3栗 56 津村 明秀小川 勲氏 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 490－121：48．83� 42．7
45 クラウンアルテミス 牝3鹿 54 黛 弘人
クラウン 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：49．97 96．1�
33 ルペールノエル 牡3黒鹿56 吉田 隼人 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 504± 0 〃 アタマ 7．1�
69 リネンスカイ 牝3鹿 54 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 456－ 21：50．22 75．2�
56 メイショウカッタツ 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 472± 01：51．47 194．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，923，700円 複勝： 25，137，000円 枠連： 8，413，400円
馬連： 25，008，000円 馬単： 17，606，400円 ワイド： 14，100，900円
3連複： 36，725，200円 3連単： 63，058，800円 計： 205，973，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 380円 � 150円 枠 連（7－8） 600円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 350円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 19，320円

票 数

単勝票数 計 159237 的中 � 30219（2番人気）
複勝票数 計 251370 的中 � 44924（2番人気）� 12646（7番人気）� 54124（1番人気）
枠連票数 計 84134 的中 （7－8） 10464（2番人気）
馬連票数 計 250080 的中 �� 6731（13番人気）
馬単票数 計 176064 的中 �� 2711（24番人気）
ワイド票数 計 141009 的中 �� 3002（13番人気）�� 11272（1番人気）�� 2962（15番人気）
3連複票数 計 367252 的中 ��� 7112（11番人気）
3連単票数 計 630588 的中 ��� 2410（58番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．5―12．1―12．7―13．0―13．2―13．0―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．3―41．4―54．1―1：07．1―1：20．3―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステージジャンプ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．9 中京6着

2010．2．9生 牡3鹿 母 ステージヴァージン 母母 ダンシングアウンティー 9戦1勝 賞金 10，600，000円
〔制裁〕 メイショウユニオン号の騎手川島信二は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

ブラゾン号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウカッタツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月11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 オルデンボンズ号・ハリマヤヨサコイ号
（非抽選馬） 1頭 ティティベンケイ号



23065 8月11日 晴 良 （25函館3）第6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

44 プライマリーコード 牝2芦 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 454 ―1：55．2 2．2�
22 アクアマリンブレス 牡2黒鹿54 丸田 恭介 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 504 ―1：55．41� 5．9�
33 キミノナハセンター 牡2鹿 54 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474 ― 〃 ハナ 2．1�
55 パ イ エ ッ ト 牝2芦 54 吉田 隼人西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 482 ―1：55．61� 13．5�
77 ギンザフェアレディ 牝2青鹿54 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 466 ―1：56．45 25．8�
11 ロードガンブラック 牡2鹿 54 川須 栄彦 	ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 480 ―1：56．61� 52．2

66 アキノムーン 牝2黒鹿54 古川 吉洋穐吉 正孝氏 蛯名 利弘 浦河 秋場牧場 420 ―1：57．23� 70．0�

（7頭）

売 得 金
単勝： 26，720，300円 複勝： 17，759，300円 枠連： 発売なし
馬連： 22，789，600円 馬単： 23，668，100円 ワイド： 10，879，900円
3連複： 27，916，900円 3連単： 100，220，400円 計： 229，954，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 160円 �� 110円 �� 150円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 1，490円

票 数

単勝票数 計 267203 的中 � 97910（2番人気）
複勝票数 計 177593 的中 � 55145（2番人気）� 31486（3番人気）
馬連票数 計 227896 的中 �� 32175（3番人気）
馬単票数 計 236681 的中 �� 21282（4番人気）
ワイド票数 計 108799 的中 �� 14022（3番人気）�� 32900（1番人気）�� 15886（2番人気）
3連複票数 計 279169 的中 ��� 99659（1番人気）
3連単票数 計1002204 的中 ��� 49878（4番人気）

ハロンタイム 13．1―12．9―13．4―13．9―13．1―12．6―12．2―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―26．0―39．4―53．3―1：06．4―1：19．0―1：31．2―1：43．3

コーナー
通過順位

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

2
4
5（1，6）（2，4）3－7
5（1，6）（2，4）3，7

勝馬の
紹 介

プライマリーコード �

父 ク ロ フ ネ �


母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．5．11生 牝2芦 母 インディスユニゾン 母母 ラスティックベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23066 8月11日 晴 稍重 （25函館3）第6日 第6競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走12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

44 � トーセンブリッツ 牡5青 57 吉田 隼人島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B468± 01：45．3 11．0�
66 ノブオズボーン 牡3鹿 54 藤田 伸二前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 飯岡牧場 540－ 4 〃 ハナ 14．5�
810 メイショウオオカゼ 牡3黒鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋ 61：45．72� 7．4�
78 メイプルリンカーン 牡5栗 57 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 480± 0 〃 クビ 2．2�
89 ナスノニシキ 牡3栗 54 荻野 琢真�須野牧場 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 61：45．91� 26．2	
55 � テンエイエンドレス 牡4黒鹿57 勝浦 正樹熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 518± 01：46．21� 63．7

33 ローレルクラウド 牡4栗 57 松田 大作 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 502＋201：46．73 2．9�
77 マイネルハートレー 牡4青鹿57 川須 栄彦 �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 508＋ 21：47．33� 41．6
11 ポッドスター 牡3栗 54

53 ☆菱田 裕二小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 502－ 81：47．4� 78．0�
22 ウインバーディ 牡3鹿 54 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 494－101：47．93 18．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，620，000円 複勝： 18，527，900円 枠連： 5，746，700円
馬連： 21，827，500円 馬単： 17，611，900円 ワイド： 11，525，900円
3連複： 28，864，900円 3連単： 60，380，000円 計： 180，104，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 290円 � 370円 � 260円 枠 連（4－6） 6，800円

馬 連 �� 7，430円 馬 単 �� 15，660円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 940円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 12，140円 3 連 単 ��� 92，650円

票 数

単勝票数 計 156200 的中 � 11218（4番人気）
複勝票数 計 185279 的中 � 17293（4番人気）� 12559（6番人気）� 20479（3番人気）
枠連票数 計 57467 的中 （4－6） 624（16番人気）
馬連票数 計 218275 的中 �� 2170（21番人気）
馬単票数 計 176119 的中 �� 830（43番人気）
ワイド票数 計 115259 的中 �� 1668（20番人気）�� 3095（12番人気）�� 2642（13番人気）
3連複票数 計 288649 的中 ��� 1756（42番人気）
3連単票数 計 603800 的中 ��� 481（248番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―12．6―13．1―12．7―12．3―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．8―42．4―55．5―1：08．2―1：20．5―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�トーセンブリッツ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ

2008．3．20生 牡5青 母 プリティベティ 母母 フライトオブエンジェルス 14戦2勝 賞金 17，490，000円
初出走 JRA



23067 8月11日 晴 良 （25函館3）第6日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

24 タイヨウパフューム 牝5鹿 55 丸山 元気小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 394＋ 21：10．6 21．1�
11 ハギノソフィア 牝3栗 52 吉田 隼人安岡美津子氏 鮫島 一歩 日高 天羽 禮治 476＋ 2 〃 ハナ 5．7�
23 モーニングコール 牝3鹿 52 丸田 恭介飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 420＋ 4 〃 クビ 16．6�
59 フィールドメジャー 牝3栗 52 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 446－ 81：10．91� 28．2�
714 ダブルスパーク 牝4芦 55 川須 栄彦吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 460－ 81：11．0� 51．6�
510 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 492－ 21：11．1� 2．5	
12 シゲルオレンジ 牝4黒鹿55 村田 一誠森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 480＋ 21：11．2� 55．0

35 アメージングムーン 牝3鹿 52 四位 洋文 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 448＋101：11．41� 7．4�
36 デイドリーマー 牝3鹿 52

51 ☆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 426－ 2 〃 クビ 26．6

816� ウェルトレインド �4鹿 57 柴山 雄一岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 村本牧場 460－ 21：11．5クビ 23．8�
713 ハンサムザムライ 牡3芦 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 4 〃 クビ 6．2�
612 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 496－ 41：11．6クビ 11．5�
48 デルマヤマンバ 牝3栗 52 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 428± 01：11．81� 397．8�
47 オリバーバローズ 牡3黒鹿54 黛 弘人猪熊 広次氏 尾形 和幸 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B486＋ 41：12．54 101．0�
611� ア ウ ル ム �4栗 57

54 ▲伴 啓太小河 一�氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 510＋101：12．6� 231．8�
815 テ ム ジ ン 牡4鹿 57 三浦 皇成熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 476－ 21：13．13 71．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，232，000円 複勝： 30，127，000円 枠連： 9，828，800円
馬連： 32，568，800円 馬単： 20，222，800円 ワイド： 18，035，800円
3連複： 43，065，700円 3連単： 75，301，800円 計： 248，382，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 530円 � 200円 � 410円 枠 連（1－2） 1，980円

馬 連 �� 5，330円 馬 単 �� 13，970円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 2，560円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 15，060円 3 連 単 ��� 109，400円

票 数

単勝票数 計 192320 的中 � 7203（7番人気）
複勝票数 計 301270 的中 � 13100（8番人気）� 47816（2番人気）� 18052（6番人気）
枠連票数 計 98288 的中 （1－2） 3674（9番人気）
馬連票数 計 325688 的中 �� 4512（19番人気）
馬単票数 計 202228 的中 �� 1069（48番人気）
ワイド票数 計 180358 的中 �� 2916（17番人気）�� 1699（29番人気）�� 4107（10番人気）
3連複票数 計 430657 的中 ��� 2111（51番人気）
3連単票数 計 753018 的中 ��� 508（346番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―12．0―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイヨウパフューム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2010．12．19 阪神7着

2008．2．9生 牝5鹿 母 ノーザンヴィーナス 母母 ダボナアンビション 23戦3勝 賞金 38，752，000円
〔制裁〕 アウルム号の騎手伴啓太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

タイヨウパフューム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。

23068 8月11日 晴 良 （25函館3）第6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

88 � キクノグラード 牡4栗 57 松田 大作菊池 五郎氏 野村 彰彦 浦河 惣田 英幸 486＋ 41：46．5 13．4�
33 シルバーレイショウ 牡4芦 57

55 △横山 和生池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 524± 01：46．6� 2．8�

22 � コスモゴールデン 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 522＋ 2 〃 アタマ 18．6�
55 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 498－ 61：46．81� 7．6�
66 アルマベルヴァ 牡3鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 B492－ 41：47．54 8．0	
11 トランザムスター 牡3鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B552± 01：47．71� 2．9

44 � ラブトゥオール 牡4黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 468± 01：47．91 29．9�
89 ミッキールドラ 牡3栗 54 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 498＋ 11：49．39 65．8�
77 トウカイビジョン 牡3鹿 54 四位 洋文内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 B478＋ 6 （競走中止） 9．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，793，800円 複勝： 23，669，900円 枠連： 6，529，300円
馬連： 29，750，500円 馬単： 22，546，000円 ワイド： 14，717，100円
3連複： 37，275，700円 3連単： 85，564，000円 計： 240，846，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 350円 � 160円 � 330円 枠 連（3－8） 1，900円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，930円 �� 660円

3 連 複 ��� 7，410円 3 連 単 ��� 54，870円

票 数

単勝票数 計 207938 的中 � 12241（6番人気）
複勝票数 計 236699 的中 � 15176（7番人気）� 53672（1番人気）� 16408（6番人気）
枠連票数 計 65293 的中 （3－8） 2537（11番人気）
馬連票数 計 297505 的中 �� 8322（13番人気）
馬単票数 計 225460 的中 �� 2354（29番人気）
ワイド票数 計 147171 的中 �� 4645（10番人気）�� 1796（26番人気）�� 5738（8番人気）
3連複票数 計 372757 的中 ��� 3717（33番人気）
3連単票数 計 855640 的中 ��� 1151（209番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―12．4―12．9―13．0―12．9―12．7―12．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―30．0―42．9―55．9―1：08．8―1：21．5―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キクノグラード �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブレイヴエストローマン

2009．5．1生 牡4栗 母 ヤシマローマン 母母 ナルタキグロリー 6戦1勝 賞金 10，100，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 トウカイビジョン号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 トウカイビジョン号は，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。



23069 8月11日 晴 良 （25函館3）第6日 第9競走 ��1，800�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
1：46．0
1：44．1

良
良

57 マイネルストラーノ 牡3青鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 41：50．3 2．4�

34 ウィザーズポケット 牡4鹿 57 松田 大作�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 454－ 21：50．51� 9．0�
45 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 478－ 21：50．6� 6．5�
11 フローズンムーン 牝3鹿 52 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋141：50．7� 47．0�
610 マ デ ュ ー ロ 牡3鹿 54 藤田 伸二多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 482＋141：50．8� 13．5	
712 サ ン グ ッ プ 牡5栗 57 四位 洋文加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 486＋ 4 〃 アタマ 21．7

711 ラヴネヴァーダイズ 牝3鹿 52 川須 栄彦岡田 牧雄氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 428＋201：50．9クビ 139．7�
33 セ シ リ ア 牝4栗 55 黛 弘人田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 440± 01：51．11� 17．8�
46 ウ ア ジ ェ ト 牝5黒鹿 55

52 ▲城戸 義政岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 486－ 6 〃 クビ 46．2
69 ホッコーゼニト 牡4鹿 57 勝浦 正樹矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 474＋201：51．3� 69．5�
813 プレミアムタイム 牡4栗 57

55 △横山 和生 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B506＋ 6 〃 クビ 3．4�
22 レッドマーキュリー 牝4鹿 55 村田 一誠深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484＋401：51．61� 89．1�
58 メイショウオオゼキ 牡3鹿 54

51 ▲伴 啓太松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 478－121：51．81� 45．4�
814 クロスカップリング 牡4青鹿 57

56 ☆菱田 裕二諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464－ 61：54．6大差 107．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，196，800円 複勝： 31，868，200円 枠連： 11，409，000円
馬連： 40，120，200円 馬単： 26，678，400円 ワイド： 20，064，800円
3連複： 53，503，600円 3連単： 97，003，500円 計： 303，844，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 200円 � 180円 枠 連（3－5） 780円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 450円 �� 400円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 8，960円

票 数

単勝票数 計 231968 的中 � 76486（1番人気）
複勝票数 計 318682 的中 � 69869（1番人気）� 38934（4番人気）� 46256（3番人気）
枠連票数 計 114090 的中 （3－5） 10795（3番人気）
馬連票数 計 401202 的中 �� 28799（3番人気）
馬単票数 計 266784 的中 �� 10040（4番人気）
ワイド票数 計 200648 的中 �� 10947（4番人気）�� 12617（2番人気）�� 10223（5番人気）
3連複票数 計 535036 的中 ��� 21742（3番人気）
3連単票数 計 970035 的中 ��� 7998（14番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―11．8―12．2―12．3―12．5―12．1―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―35．5―47．7―1：00．0―1：12．5―1：24．6―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．8
1
3
3－11（2，4，7，13）（1，8，14）（5，10）6－12，9・（3，11）7（4，13）（2，1）（6，5，14，12）（9，10）－8

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

勝馬の
紹 介

マイネルストラーノ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．8．18 新潟5着

2010．2．15生 牡3青鹿 母 マイネソーサリス 母母 マイネマジック 9戦2勝 賞金 28，345，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クロスカップリング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月11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 コスモユウチャン号

23070 8月11日 晴 良 （25函館3）第6日 第10競走 ��2，000�
ひ だ か

日 高 特 別
発走14時50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
日高軽種馬共同育成公社賞（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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ディサイファ 牡4鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488＋ 62：02．5 2．9�

69 ソルレヴァンテ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �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 472－ 42：02．6� 3．1�

11 フェデラルホール 牡4黒鹿57 吉田 隼人吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 474－ 22：02．7� 4．0�
813 ニシノテキーラ 牝5鹿 55 丸田 恭介西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 466－ 82：02．8クビ 27．7�
68 ダンツアトラス 牡3鹿 54 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 462－ 82：02．9� 21．6�
33 スピルバーグ 牡4鹿 57 丸山 元気山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502－ 22：03．22 9．6	
45 アールシネマスタア �5栗 57 田中 博康星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 496＋ 22：03．51� 326．1

44 コアレスドラード 牡5栗 57 松田 大作小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 454＋ 22：03．7� 23．3�
812 アースガルド 牡6鹿 57 横山 和生 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 472－ 62：04．12� 183．7
710 メジロマリアン 牝7芦 55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 478－16 〃 ハナ 178．3�
711 メジロジェニファー 牝6黒鹿55 村田 一誠岩﨑 伸道氏 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 520－ 42：04．31	 186．8�
57 タニノシュヴァリエ 牡4青 57 菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 480－ 82：06．0大差 55．0�
56 ロードエフォール 牡5黒鹿57 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 484＋ 22：07．49 14．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，221，000円 複勝： 46，071，600円 枠連： 13，998，400円
馬連： 65，500，400円 馬単： 45，727，200円 ワイド： 29，041，400円
3連複： 79，086，300円 3連単： 157，568，600円 計： 471，214，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 140円 � 150円 枠 連（2－6） 460円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 220円 �� 250円 �� 330円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計 342210 的中 � 95820（1番人気）
複勝票数 計 460716 的中 � 113293（1番人気）� 89348（2番人気）� 75729（3番人気）
枠連票数 計 139984 的中 （2－6） 22938（1番人気）
馬連票数 計 655004 的中 �� 97850（1番人気）
馬単票数 計 457272 的中 �� 39514（1番人気）
ワイド票数 計 290414 的中 �� 35294（1番人気）�� 29048（2番人気）�� 19815（3番人気）
3連複票数 計 790863 的中 ��� 79563（1番人気）
3連単票数 計1575686 的中 ��� 44611（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．9―12．5―12．8―12．3―12．2―12．0―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―35．9―48．4―1：01．2―1：13．5―1：25．7―1：37．7―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
9，13－2（1，3，7）（6，10）12，8－（5，11）－4
9（13，2）（1，3）8（6，7，10）（5，12）11，4

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

勝馬の
紹 介

ディサイファ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2012．2．26 中山3着

2009．4．20生 牡4鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation 15戦4勝 賞金 57，024，000円
※アールシネマスタア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



23071 8月11日 晴 良 （25函館3）第6日 第11競走 ��1，200�U H B 賞
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，24．8．11以降25．8．4まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

北海道文化放送賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：08．0
1：06．5

良
良

11 ストレイトガール 牝4鹿 54 吉田 隼人廣崎 玲子氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 444－ 21：10．4 3．1�
811 ファインチョイス 牝4鹿 54 四位 洋文宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 464＋ 4 〃 クビ 2．7�
68 ビウイッチアス 牝4黒鹿53 津村 明秀井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 446± 01：10．61 32．7�
56 シルクオフィサー 牡5鹿 53 丸山 元気有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：10．81� 10．2�
55 ストークアンドレイ 牝3芦 50 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 464－ 81：10．9� 49．7�
812 メジロツボネ 牝5芦 51 黛 弘人岩﨑 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 454± 0 〃 クビ 58．1�
67 ジャーエスペランサ 牡4鹿 53 藤田 伸二本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 480－ 41：11．1� 20．0	
44 ボストンエンペラー 牡5黒鹿54 松田 大作ボストンホース
 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464＋ 6 〃 アタマ 117．7�
33 シュプリームギフト 牝5青鹿55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 アタマ 4．0
710 ケイアイアストン 牡8鹿 55 丸田 恭介亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 474－ 41：11．2� 36．3�
22 � レジェトウショウ 牝7栗 53 古川 吉洋トウショウ産業
 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508＋22 〃 ハナ 26．8�
79 ハッピーカオル 牡6青 55 川須 栄彦芝山 展昌氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 458± 01：11．94 41．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，287，400円 複勝： 66，248，100円 枠連： 28，270，700円
馬連： 151，007，800円 馬単： 97，713，000円 ワイド： 54，290，800円
3連複： 205，094，100円 3連単： 500，419，000円 計： 1，148，330，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 490円 枠 連（1－8） 370円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，280円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 13，480円

票 数

単勝票数 計 452874 的中 � 117726（2番人気）
複勝票数 計 662481 的中 � 164486（2番人気）� 174516（1番人気）� 21011（8番人気）
枠連票数 計 282707 的中 （1－8） 57037（1番人気）
馬連票数 計1510078 的中 �� 300828（1番人気）
馬単票数 計 977130 的中 �� 86631（2番人気）
ワイド票数 計 542908 的中 �� 96653（1番人気）�� 8783（16番人気）�� 8920（15番人気）
3連複票数 計2050941 的中 ��� 38742（11番人気）
3連単票数 計5004190 的中 ��� 27412（36番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．6―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．2―46．9―58．6

コーナー
通過順位

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

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 16戦6勝 賞金 85，399，000円

23072 8月11日 晴 良 （25函館3）第6日 第12競走 ��1，700�オホーツクハンデキャップ
発走16時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．8．11以降25．8．4まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 308，000円 88，000円 44，000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 リアライズキボンヌ 牝4鹿 55 勝浦 正樹工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 466＋ 81：44．6 7．7�
710� マヤノクレド 牡5鹿 55 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B504＋ 61：45．02� 3．6�
69 マイネルバウンス 牡4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 日高 下河辺牧場 492－ 2 〃 クビ 3．5�
57 ゴールウェイ 牝4鹿 52 四位 洋文吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 452－ 81：45．1� 15．6�
711 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿53 上村 洋行松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 41：45．3� 23．5	
44 ディアフォルティス 牡5黒鹿53 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 B488＋ 41：45．61� 69．5

11 タガノジョイナー 牝4鹿 54 吉田 隼人八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 2 〃 アタマ 5．5�
812 トリニティチャーチ �5鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 81：45．7� 20．1
813 ダイヴァーダウン 牡4栗 56 松田 大作吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 448－ 61：45．91� 10．9�
22 クラリティーエス 牝3青鹿50 黛 弘人吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 482－ 41：46．0クビ 17．9�
45 � ローレルカンタータ 牡7栗 53 横山 和生 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム B528＋121：46．63� 235．2�
56 サンバビーン 牝3鹿 50 小林 徹弥岡田 隆寛氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 472－ 61：47．55 37．5�
68 メイショウラグーナ 牝6鹿 54 津村 明秀松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋ 61：47．92� 29．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，006，700円 複勝： 51，196，000円 枠連： 20，552，100円
馬連： 117，780，800円 馬単： 51，254，800円 ワイド： 36，642，100円
3連複： 114，792，600円 3連単： 226，507，200円 計： 651，732，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 210円 � 150円 � 140円 枠 連（3－7） 1，560円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 690円 �� 470円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 13，540円

票 数

単勝票数 計 330067 的中 � 33836（4番人気）
複勝票数 計 511960 的中 � 52572（4番人気）� 99016（2番人気）� 117852（1番人気）
枠連票数 計 205521 的中 （3－7） 9764（7番人気）
馬連票数 計1177808 的中 �� 41987（7番人気）
馬単票数 計 512548 的中 �� 9137（14番人気）
ワイド票数 計 366421 的中 �� 12018（7番人気）�� 18739（4番人気）�� 38783（1番人気）
3連複票数 計1147926 的中 ��� 53180（2番人気）
3連単票数 計2265072 的中 ��� 12354（24番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．7―11．9―12．6―12．7―12．6―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．4―41．3―53．9―1：06．6―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4F50．7―3F38．0
1
3
4，13－8（2，3）11（1，12）5，7－9，10－6
4－（13，3，7）（2，12）（8，11，10）1，5－9－6

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

勝馬の
紹 介

リアライズキボンヌ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．10．29 京都3着

2009．5．16生 牝4鹿 母 ジョウノボレロ 母母 ザ ン ゼ 15戦4勝 賞金 54，035，000円
〔発走状況〕 サンバビーン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 サンバビーン号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イーグルカザン号・スターソード号
（非抽選馬） 7頭 アールシネマスタア号・イースターパレード号・ケイティーズハート号・デルマイザナミ号・

ドリームザネクスト号・ニチリンローレル号・ビタースウィート号

３レース目



（25函館3）第6日 8月11日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 146頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

198，960，000円
2，080，000円
8，580，000円
1，260，000円
17，710，000円
52，276，500円
3，796，000円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
278，222，500円
383，214，900円
125，890，900円
577，400，900円
374，900，700円
248，851，300円
733，560，400円
1，550，898，300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 4，272，939，900円

総入場人員 5，747名 （有料入場人員 5，035名）



平成25年度 第3回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 812頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，142，910，000円
4，160，000円
53，580，000円
7，540，000円
99，620，000円
288，657，000円
21，248，000円
7，795，200円

勝馬投票券売得金
1，577，228，300円
2，496，282，200円
643，915，900円
3，227，231，900円
2，197，312，700円
1，391，084，400円
4，040，256，500円
9，153，948，500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 24，727，260，400円

総入場延人員 26，300名 （有料入場延人員 22，824名）
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