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年
齢性
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馬
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オッズ・
単勝
人気

24001 8月17日 曇 稍重 （25函館4）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 プレッシャーリッジ 牡2黒鹿54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 470＋14 59．6 10．8�
44 ミカルベウス 牝2芦 54 内田 博幸尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 470－ 81：00．23� 5．0�
810 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 444＋ 6 〃 クビ 2．0�
66 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 446－ 4 〃 アタマ 4．8�
11 コスモクラヴィス 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 正道 新冠 対馬 正 492＋ 41：01．15 59．2	
77 キングガンホー 牡2鹿 54 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 競優牧場 456－ 21：01．31� 14．6

89 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± 01：02．15 50．6�
22 ルレーヴドパピヨン 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 406－ 61：02．52� 8．9�
78 アスターブラン 牡2芦 54 秋山真一郎加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 472－101：03．35 66．4
55 ボンジュールカンナ 牝2栗 54 三浦 皇成田中善次郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 440－181：03．83 71．2�
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売 得 金
単勝： 13，378，400円 複勝： 33，750，600円 枠連： 5，100，500円
馬連： 22，921，800円 馬単： 21，310，900円 ワイド： 13，667，700円
3連複： 35，868，100円 3連単： 75，744，100円 計： 221，742，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 220円 � 180円 � 110円 枠 連（3－4） 3，980円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 7，190円

ワ イ ド �� 840円 �� 380円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 18，670円

票 数

単勝票数 計 133784 的中 � 9848（5番人気）
複勝票数 計 337506 的中 � 21450（5番人気）� 28989（3番人気）� 186956（1番人気）
枠連票数 計 51005 的中 （3－4） 946（15番人気）
馬連票数 計 229218 的中 �� 5573（10番人気）
馬単票数 計 213109 的中 �� 2190（23番人気）
ワイド票数 計 136677 的中 �� 3508（11番人気）�� 8971（3番人気）�� 15458（2番人気）
3連複票数 計 358681 的中 ��� 18211（4番人気）
3連単票数 計 757441 的中 ��� 2995（54番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．9―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレッシャーリッジ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2013．7．6 函館3着

2011．5．10生 牡2黒鹿 母 オンリーユー 母母 ミホグレース 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボンジュールカンナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月17日まで平

地競走に出走できない。

24002 8月17日 曇 良 （25函館4）第1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

44 コスモディクシー 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 468＋ 21：53．4 19．6�

22 ウェーブゴールド 牡2黒鹿54 岩田 康誠万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466－ 6 〃 クビ 2．5�
811 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 472－ 81：53．61� 5．8�
79 ディアメドゥーサ 牝2栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 440－ 21：54．02� 8．9�
33 コスモトレント 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 2 〃 ハナ 33．3�
78 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 426－101：54．42� 4．3	
810 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 462－ 41：54．71� 280．9

67 ブ ラ ウ 牡2栗 54 丸山 元気若松 伸治氏 菅原 泰夫 浦河 大道牧場 436－ 41：56．29 9．0�
66 ダノンミシガン 牡2芦 54 三浦 皇成�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476－ 41：56．3� 9．4
11 ペイシャンスゼータ 牝2栗 54 古川 吉洋北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 470－ 61：57．04 201．9�
55 バトルクール 牡2栗 54 吉田 隼人宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 448－ 22：00．6大差 41．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 14，219，200円 複勝： 24，382，600円 枠連： 6，592，600円
馬連： 22，370，700円 馬単： 17，054，300円 ワイド： 13，005，800円
3連複： 32，489，700円 3連単： 58，056，500円 計： 188，171，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 350円 � 130円 � 160円 枠 連（2－4） 2，710円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，020円 �� 220円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 37，070円

票 数

単勝票数 計 142192 的中 � 5717（7番人気）
複勝票数 計 243826 的中 � 12750（7番人気）� 66557（1番人気）� 41067（2番人気）
枠連票数 計 65926 的中 （2－4） 1799（9番人気）
馬連票数 計 223707 的中 �� 6929（13番人気）
馬単票数 計 170543 的中 �� 2091（27番人気）
ワイド票数 計 130058 的中 �� 3980（11番人気）�� 2744（17番人気）�� 17972（1番人気）
3連複票数 計 324897 的中 ��� 7660（12番人気）
3連単票数 計 580565 的中 ��� 1156（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．6―49．4―1：01．9―1：14．5―1：27．5―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモディクシー �
�
父 アルカセット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．6．23 東京11着

2011．3．25生 牡2黒鹿 母 プラウドディクシー 母母 ディクシースプラッシュ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルクール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月17日まで平地競走

に出走できない。

第４回 函館競馬 第１日



24003 8月17日 曇 稍重 （25函館4）第1日 第3競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時45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

44 メイショウアシタバ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 482＋ 2 59．9 4．1�
55 レーヴイマージン 牝3栗 54 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 聖心台牧場 450＋ 2 〃 ハナ 6．5�
11 ブラウンワールド 牝3黒鹿 54

52 △横山 和生キャピタルクラブ 加藤 和宏 新冠 田鎖牧場 B450＋ 2 〃 クビ 8．1�
67 ヴェアリアスローズ 牝3栗 54 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 406＋16 〃 ハナ 12．7�
811 リュウノヒゲ 牝3芦 54 柴田 大知山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 462－ 21：00．0� 27．2�
68 ウイッチワンド 牝3黒鹿54 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 友田牧場 426－ 61：00．21� 2．2�
33 シキランマン 牝3栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 410－ 2 〃 クビ 50．6	
56 ブラックブッシュ 牡3黒鹿56 丸田 恭介小林 秀樹氏 武藤 善則 新ひだか 山本 昇寿 466＋ 81：00．3� 25．7

710 インペリウム 牡3鹿 56 秋山真一郎小村アセットM� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B466＋ 61：00．4� 106．6�
79 マリンルック 牝3鹿 54 岩田 康誠岡 浩二氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 430＋121：00．72 18．8
22 ホワイトコーヒー 牡3芦 56 内田 博幸保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか グランド牧場 B454＋ 61：01．02 22．5�
812 ワンダリングブルー 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー B452－ 11：01．63� 437．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，822，000円 複勝： 28，973，400円 枠連： 6，106，100円
馬連： 22，212，500円 馬単： 19，183，100円 ワイド： 14，774，900円
3連複： 32，877，400円 3連単： 64，396，400円 計： 203，345，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 240円 � 350円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 520円 �� 840円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 16，670円

票 数

単勝票数 計 148220 的中 � 28679（2番人気）
複勝票数 計 289734 的中 � 48520（2番人気）� 32042（3番人気）� 19072（4番人気）
枠連票数 計 61061 的中 （4－5） 4220（5番人気）
馬連票数 計 222125 的中 �� 13074（4番人気）
馬単票数 計 191831 的中 �� 5673（8番人気）
ワイド票数 計 147749 的中 �� 7331（4番人気）�� 4277（7番人気）�� 3489（10番人気）
3連複票数 計 328774 的中 ��� 6601（12番人気）
3連単票数 計 643964 的中 ��� 2851（43番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．6―35．4―47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．3
3 ・（1，5）（4，11）（9，2，10）（6，12，7）8，3 4 1（5，4）（9，2，10，11）7，6（3，12，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウアシタバ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 Devil’s Bag デビュー 2012．12．2 阪神3着

2010．3．31生 牝3鹿 母 デヴィルインフライト 母母 Silver in Flight 9戦1勝 賞金 13，900，000円
〔制裁〕 ウイッチワンド号の騎手丹内祐次は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。
〔その他〕 ホワイトコーヒー号は，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。
※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 スリーブラック号・ローレルシャイニー号
（非抽選馬） 1頭 キタサンヤマビコ号

24004 8月17日 曇 稍重 （25函館4）第1日 第4競走 ��1，700�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
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

44 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 404－ 41：48．1 116．7�
813 エルフショット �3青鹿56 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 468－ 61：48．2� 3．8�
33 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 458＋ 6 〃 アタマ 4．7�
812 マテリアライズ 牝3鹿 54 内田 博幸飯田 正剛氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B464＋14 〃 ハナ 59．0�
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± 01：48．3� 18．4�
45 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 446＋ 21：48．4� 5．2	
68 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 460－ 2 〃 クビ 4．5

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± 01：48．82� 30．7�
711 ハギノエルドラド 牡3鹿 56 岩田 康誠安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 444± 01：49．0� 18．1
710 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 484－101：49．53 11．8�
56 ヒミノコンドル 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政佐々木八郎氏 境 直行 新冠 須崎牧場 500－ 41：49．6� 100．1�
57 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 426－ 61：50．13 182．1�
11 ダンスフェイム 牝3鹿 54

52 △横山 和生 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460－ 81：51．69 9．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 13，793，600円 複勝： 24，692，500円 枠連： 7，691，900円
馬連： 24，638，900円 馬単： 17，463，600円 ワイド： 13，455，800円
3連複： 34，450，200円 3連単： 58，829，800円 計： 195，016，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，670円 複 勝 � 1，700円 � 160円 � 220円 枠 連（4－8） 980円

馬 連 �� 14，060円 馬 単 �� 37，150円

ワ イ ド �� 3，990円 �� 6，140円 �� 410円

3 連 複 ��� 22，830円 3 連 単 ��� 214，940円

票 数

単勝票数 計 137936 的中 � 932（12番人気）
複勝票数 計 246925 的中 � 2667（12番人気）� 55320（1番人気）� 30332（4番人気）
枠連票数 計 76919 的中 （4－8） 5803（5番人気）
馬連票数 計 246389 的中 �� 1294（34番人気）
馬単票数 計 174636 的中 �� 347（81番人気）
ワイド票数 計 134558 的中 �� 781（34番人気）�� 504（47番人気）�� 9191（3番人気）
3連複票数 計 344502 的中 ��� 1114（71番人気）
3連単票数 計 588298 的中 ��� 202（537番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．1―13．7―13．3―13．2―13．1―12．5―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―30．0―43．7―57．0―1：10．2―1：23．3―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F37．9
1
3
12－7，3，4（1，8）11，2（9，13）－10，6－5
12（7，4）（3，8）（11，13）（1，9，10）2（6，5）

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

勝馬の
紹 介

ウォーターシュート �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Alphabet Soup デビュー 2012．12．16 阪神7着

2010．3．28生 牡3鹿 母 ウォーターリボーン 母母 Wild Dancing 9戦1勝 賞金 5，100，000円



24005 8月17日 曇 良 （25函館4）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 ペプチドスピカ 牝2鹿 54 上村 洋行沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 420 ―1：11．6 2．4�
22 キービスケット 牝2黒鹿54 柴田 善臣北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 486 ―1：13．4大差 23．8�

（プリュムドランジュ）

33 ナイトアンドデイ 牝2鹿 54 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 萩澤 俊雄 438 ―1：14．25 8．6�
89 ジェイケイカルミア 牝2鹿 54 三浦 皇成小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤川フアーム 428 ― 〃 ハナ 2．7�
66 デルマコテツ 牡2栗 54 丸山 元気浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 438 ―1：14．41� 10．5�
44 ヴァリアンティー 牝2鹿 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 大和田 成 新ひだか 前田 宗将 430 ―1：14．5� 37．0	
88 ガッツオブライブ 牝2青鹿54 津村 明秀谷岡 正次氏 武市 康男 浦河 近藤牧場 400 ―1：14．6クビ 81．6

77 クリキントン 牝2栗 54 吉田 隼人田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 カナイシスタッド 410 ―1：15．02� 32．5�
11 リストワール 牝2黒鹿54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 462 ―1：16．06 7．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，015，300円 複勝： 19，206，000円 枠連： 6，214，900円
馬連： 22，065，200円 馬単： 20，286，100円 ワイド： 11，178，600円
3連複： 26，491，800円 3連単： 66，116，400円 計： 188，574，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 390円 � 200円 枠 連（2－5） 3，430円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 830円 �� 390円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 25，960円

票 数

単勝票数 計 170153 的中 � 57622（1番人気）
複勝票数 計 192060 的中 � 64544（1番人気）� 8572（6番人気）� 23004（3番人気）
枠連票数 計 62149 的中 （2－5） 1338（12番人気）
馬連票数 計 220652 的中 �� 6691（9番人気）
馬単票数 計 202861 的中 �� 3722（16番人気）
ワイド票数 計 111786 的中 �� 3229（10番人気）�� 7764（3番人気）�� 1892（16番人気）
3連複票数 計 264918 的中 ��� 3357（17番人気）
3連単票数 計 661164 的中 ��� 1880（79番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．1―11．8―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．0―24．8―36．9―48．7―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドスピカ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

2011．2．15生 牝2鹿 母 ドリームスピカ 母母 マキシムドリーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リストワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月17日まで平地競走

に出走できない。

24006 8月17日 曇 良 （25函館4）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時35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

35 サクラビクトワール 牡3鹿 56 内田 博幸�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 476－ 42：07．3 3．1�
24 � レッドエルザ 牝3栗 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Keene Ridge

Racing, LLC 422－ 2 〃 クビ 8．6�
12 タイセイゴディス 牝3鹿 54 柴山 雄一田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 444－ 62：07．51� 12．6�
815 コスモサンチャン 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 42：07．71	 19．0�
11 トウショウヴァース 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504± 0 〃 アタマ 79．9	
611 シャンピオナ 牝3栃栗54 村田 一誠 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 464± 02：07．8クビ 12．7

714 トーホウギルス 牡3栗 56 吉田 隼人東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 458＋ 6 〃 クビ 52．1�
59 テワヒポウナム 牝3鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 442－ 22：08．01	 30．6�
47 クリノアルプス 牝3栗 54 柴田 善臣栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 408－102：08．1	 115．0
23 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 428＋ 82：08．2クビ 15．3�
510 ゼロワンチャンプ 牡3鹿 56 丸田 恭介国田 正忠氏 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 B464－ 6 〃 クビ 10．6�
612 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 462－ 4 〃 アタマ 10．2�
36 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± 0 〃 ハナ 4．3�
48 グラスリード 牡3青鹿 56

53 ▲城戸 義政半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 442＋ 4 〃 アタマ 209．8�
713 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± 02：09．47 22．8�
816 カシノハッピー 牡3栗 56 田中 博康柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B444＋102：13．1大差 229．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，454，500円 複勝： 25，927，800円 枠連： 11，660，100円
馬連： 25，020，000円 馬単： 17，341，200円 ワイド： 15，487，600円
3連複： 41，037，300円 3連単： 71，940，700円 計： 222，869，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 320円 � 400円 枠 連（2－3） 630円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 620円 �� 980円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 8，630円 3 連 単 ��� 30，120円

票 数

単勝票数 計 144545 的中 � 36753（1番人気）
複勝票数 計 259278 的中 � 65189（1番人気）� 18469（5番人気）� 13701（8番人気）
枠連票数 計 116601 的中 （2－3） 13780（2番人気）
馬連票数 計 250200 的中 �� 9915（5番人気）
馬単票数 計 173412 的中 �� 4367（6番人気）
ワイド票数 計 154876 的中 �� 6499（2番人気）�� 3925（11番人気）�� 1156（40番人気）
3連複票数 計 410373 的中 ��� 3513（25番人気）
3連単票数 計 719407 的中 ��� 1763（57番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．8―13．4―13．6―13．1―12．9―12．7―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．1―50．5―1：04．1―1：17．2―1：30．1―1：42．8―1：55．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．2
1
3
5，9（4，15）11（2，14）16（3，7）（1，8）（6，13）10－12
5（9，15）4（11，14）2（3，7）（1，8）（10，6）（12，16）13

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

勝馬の
紹 介

サクラビクトワール �
�
父 サクラローレル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．5．19 東京3着

2010．4．1生 牡3鹿 母 サクラメガマックス 母母 サ ク ラ メ ガ 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 コスモサンチャン号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノハッピー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月17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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アンカジャポニカ号・ダイメイハルオ号
（非抽選馬） 2頭 オニユリ号・ヤマチョウボス号



24007 8月17日 曇 稍重 （25函館4）第1日 第7競走 ��
��1，000�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
57．7
57．1

重
稍重

22 � ブルーモントレー 牝3栗 52 内田 博幸�須野牧場 和田 正道 米 Fares
Farm, LLC 468＋ 4 59．2 2．6�

33 バ ー ニ ー ズ 牡3栗 54 三浦 皇成村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 494＋ 6 〃 クビ 4．2�
812 クレバーデステニー 牡4鹿 57 村田 一誠 �ウエスタンファーム 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド 456－ 4 59．52 8．2�
44 マルイチワンダー 牡3栗 54 古川 吉洋小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 444± 0 〃 ハナ 6．0�
68 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 474－ 8 59．6クビ 13．2	
56 ス ペ リ オ ル 牝3黒鹿52 柴田 大知下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B466－ 8 59．81	 60．7

811 コ ロ カ ム イ 
5栗 57 小林 徹弥蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 472＋ 61：00．01	 40．7�
55 ゴールデンオブジェ 牡5栗 57

54 ▲伴 啓太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464－ 2 〃 アタマ 11．2�
67 � ウェルトレインド 
4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新冠 村本牧場 460± 01：00．42	 55．0
710� シゲルカリン 牡4栗 57 川須 栄彦森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.

Herbener Jr. B484－ 21：00．5	 9．4�
79 クリノローガン 牡3鹿 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 成島 英春 日高 宝寄山 忠則 444＋ 41：00．92	 435．5�
11 ス タ ー ボ ウ 牝3鹿 52 丹内 祐次岡田 牧雄氏 高橋 裕 新冠 タニグチ牧場 462＋ 61：01．0クビ 220．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，021，400円 複勝： 28，052，300円 枠連： 7，509，100円
馬連： 29，268，000円 馬単： 21，144，400円 ワイド： 14，637，600円
3連複： 40，506，400円 3連単： 78，012，500円 計： 236，151，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 190円 枠 連（2－3） 580円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 310円 �� 400円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 計 170214 的中 � 53592（1番人気）
複勝票数 計 280523 的中 � 69247（1番人気）� 45174（2番人気）� 34394（4番人気）
枠連票数 計 75091 的中 （2－3） 9575（1番人気）
馬連票数 計 292680 的中 �� 33780（1番人気）
馬単票数 計 211444 的中 �� 15731（1番人気）
ワイド票数 計 146376 的中 �� 12586（2番人気）�� 9055（3番人気）�� 6186（8番人気）
3連複票数 計 405064 的中 ��� 17975（2番人気）
3連単票数 計 780125 的中 ��� 8337（11番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．9―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブルーモントレー �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2012．8．19 新潟5着

2010．2．1生 牝3栗 母 Empty Portrait 母母 Illeria 7戦2勝 賞金 16，600，000円
〔制裁〕 マルイチワンダー号の騎手古川吉洋は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

ゴールデンオブジェ号の騎手伴啓太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

24008 8月17日 晴 稍重 （25函館4）第1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）

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

811 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 524－ 61：46．4 4．7�

33 グラマラスグロウ 牝3鹿 52 古川 吉洋首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 B460＋ 81：46．5� 8．2�
55 トレジャーチェスト 牝6芦 55 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 516－ 61：46．6� 24．0�
810 ジャズダンサー 牝3栃栗52 丸田 恭介�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444＋ 41：46．7� 5．0�
44 フ ィ ア レ ス 牝4栗 55 丹内 祐次西森 道男氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 41：46．9� 4．4	
11 � サンマルダーム 牝4栗 55

53 △横山 和生相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 424－ 21：47．11	 116．5

78 シーズガレット 牝5栗 55

52 ▲城戸 義政橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 472＋ 41：47．2クビ 31．5�
79 シ ナ ー ラ 牝3鹿 52 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 424± 01：47．3� 5．2�
22 マキアージュシチー 牝3鹿 52 川島 信二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 日高大洋牧場 462－ 21：47．4� 17．9
66 ヴ ェ リ ー ヌ 牝3鹿 52 柴田 大知小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 452－101：47．5� 55．9�
67 フィールザロマンス 牝3黒鹿52 藤田 伸二加藤 信之氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 B452± 01：47．92� 6．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，158，900円 複勝： 26，698，500円 枠連： 9，408，500円
馬連： 31，110，300円 馬単： 22，149，400円 ワイド： 15，236，700円
3連複： 44，342，100円 3連単： 82，085，200円 計： 246，189，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 270円 � 560円 枠 連（3－8） 1，010円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，240円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 13，760円 3 連 単 ��� 58，590円

票 数

単勝票数 計 151589 的中 � 25695（2番人気）
複勝票数 計 266985 的中 � 49435（1番人気）� 25170（6番人気）� 10327（8番人気）
枠連票数 計 94085 的中 （3－8） 6908（4番人気）
馬連票数 計 311103 的中 �� 10998（11番人気）
馬単票数 計 221494 的中 �� 4319（21番人気）
ワイド票数 計 152367 的中 �� 4952（12番人気）�� 3028（18番人気）�� 1815（29番人気）
3連複票数 計 443421 的中 ��� 2379（54番人気）
3連単票数 計 820852 的中 ��� 1034（227番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．5―43．7―56．5―1：08．1―1：20．7―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．3
1
3
3，7（2，9）（4，10）（1，6）5，11－8
5，3（9，11）（7，10）4（2，1）6，8

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

勝馬の
紹 介

ラルシュドール �
�
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 2011．10．1 阪神4着

2009．2．14生 牝4鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 16戦3勝 賞金 33，270，000円



24009 8月17日 晴 稍重 （25函館4）第1日 第9競走 ��2，400�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
2：32．8
2：28．6

稍重
不良

811 ニホンピロバロン 牡3栗 54 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 478＋ 22：36．2 3．6�
11 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 508－ 2 〃 ハナ 3．8�
44 マイティウォリアー 牡3栗 54 柴山 雄一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 484＋ 62：36．3� 16．4�
68 � 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 456－ 62：36．51� 23．7�
710 ロックシンガー 牡4鹿 57 津村 明秀�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 496＋ 42：36．6� 3．1�
812 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 496－ 22：36．81� 8．0

79 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 506－ 22：37．43	 45．9�
33 � 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 490＋ 22：38．03	 16．2�
22 ナリタカマー 牡3黒鹿54 小林 徹弥	オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 478± 02：39．06 196．7
67 ドミニクバローズ 牡3黒鹿54 村田 一誠猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 林 孝輝 470＋ 2 〃 アタマ 169．7�
55 トレードウィンド 牡3鹿 54 川島 信二 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 504－122：39．21� 20．7�
56 ペプチドキングピン 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 510－ 22：41．1大差 77．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 14，726，900円 複勝： 26，974，100円 枠連： 9，461，100円
馬連： 31，790，400円 馬単： 23，538，800円 ワイド： 15，986，900円
3連複： 47，724，100円 3連単： 96，297，300円 計： 266，499，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 160円 � 210円 枠 連（1－8） 460円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 290円 �� 960円 �� 690円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 15，950円

票 数

単勝票数 計 147269 的中 � 32982（2番人気）
複勝票数 計 269741 的中 � 45373（3番人気）� 51221（2番人気）� 31196（5番人気）
枠連票数 計 94611 的中 （1－8） 15302（3番人気）
馬連票数 計 317904 的中 �� 34118（3番人気）
馬単票数 計 235388 的中 �� 13674（4番人気）
ワイド票数 計 159869 的中 �� 15797（3番人気）�� 3782（12番人気）�� 5459（9番人気）
3連複票数 計 477241 的中 ��� 8765（13番人気）
3連単票数 計 962973 的中 ��� 4457（44番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―13．5―13．8―12．5―13．1―13．6―13．1―12．5―12．7―12．8―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�
13．2―25．7―39．2―53．0―1：05．5―1：18．6―1：32．2―1：45．3―1：57．8―2：10．5―2：23．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロバロン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．30生 牡3栗 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 11戦2勝 賞金 25，429，000円
※ナリタカマー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

24010 8月17日 曇 良 （25函館4）第1日 第10競走 ��
��1，200�

て い ね や ま

手 稲 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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

45 ファインスマッシュ 牝3鹿 52 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 440－ 41：11．5 58．5�

57 フリーアズアバード �5鹿 57 丹内 祐次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B464－ 4 〃 ハナ 51．0�

56 	 サウンドマンデュロ 牡4青鹿57 内田 博幸増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford
Stud Ltd 458－141：11．6
 15．9�

22 セイウンヒマワリ 牝3栗 52 柴山 雄一西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 中脇 満 398＋ 41：11．7� 8．9�
44 ステラビアンカ 牡3栗 54 小林 徹弥	ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 438－ 41：12．23 141．6

11 アルマドラーゴ 牡3栗 54 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 信田牧場 470＋101：12．3
 18．2�
68 ビップイシマツ 牡3青 54 松田 大作鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490± 01：12．4� 9．5�
33 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 476－ 41：12．6� 41．7
711 ニ シ ノ ニ カ 牝3黒鹿52 勝浦 正樹西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 474－ 41：12．81� 2．0�
710 ブルーピアス 牝4栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 458＋ 4 〃 クビ 5．2�
69 ジョーラプター 牡4鹿 57 吉田 隼人上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 472－ 21：13．01 48．4�
812 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± 01：13．21
 7．4�
813 レーヴドプランス 牡3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 浦河 ガーベラパー

クスタツド 484± 0 〃 ハナ 157．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，430，400円 複勝： 36，022，900円 枠連： 13，006，900円
馬連： 49，877，200円 馬単： 35，931，900円 ワイド： 23，096，000円
3連複： 69，593，200円 3連単： 133，947，900円 計： 382，906，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，850円 複 勝 � 1，620円 � 1，480円 � 510円 枠 連（4－5） 14，820円

馬 連 �� 58，530円 馬 単 �� 112，370円

ワ イ ド �� 15，550円 �� 8，110円 �� 6，020円

3 連 複 ��� 230，320円 3 連 単 ��� 1，335，860円

票 数

単勝票数 計 214304 的中 � 2888（11番人気）
複勝票数 計 360229 的中 � 5630（11番人気）� 6210（10番人気）� 20242（6番人気）
枠連票数 計 130069 的中 （4－5） 648（26番人気）
馬連票数 計 498772 的中 �� 629（57番人気）
馬単票数 計 359319 的中 �� 236（115番人気）
ワイド票数 計 230960 的中 �� 364（64番人気）�� 701（48番人気）�� 948（46番人気）
3連複票数 計 695932 的中 ��� 223（195番人気）
3連単票数 計1339479 的中 ��� 74（1101番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファインスマッシュ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2013．4．14 阪神11着

2010．4．4生 牝3鹿 母 グリーンスマッシャ 母母 ファインストローク 5戦1勝 賞金 10，194，000円
〔制裁〕 サウンドマンデュロ号の調教師佐藤正雄は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。



24011 8月17日 曇 良 （25函館4）第1日 第11競走 ��
��2，000�ポプラステークス

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．8．18以降25．8．11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

道議会議長賞（1着）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

713 ドリームヒーロー 牡6青鹿54 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 444－ 22：03．5 77．1�

36 � サクラボールド 牡6栗 55 岩田 康誠�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 474＋ 2 〃 クビ 4．5�
612 スマートリバティー 牡5鹿 54 柴田 善臣大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 456＋ 42：04．03 11．2�
11 ツルミプラチナム 牡6黒鹿54 柴山 雄一�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 474－ 42：04．21� 106．4�
12 オマワリサン 牡5鹿 54 藤田 伸二小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 520± 02：04．3クビ 9．3	
35 ヤマニンリップル 牝5黒鹿53 三浦 皇成土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 480＋ 22：04．51	 17．3

23 ポケッタブルゲーム 
8栗 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム 458－10 〃 ハナ 24．6�
714 ゼ ロ ス 牡4鹿 56 丸山 元気杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 500－ 42：04．6クビ 16．5�
510 ア ー デ ン ト 牡4芦 56 四位 洋文 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 02：04．91� 9．9
47 アナバティック 牡6栗 56 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 496＋ 22：05．11� 72．0�
611 ウインプリメーラ 牝3黒鹿52 柴田 大知�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 440＋102：05．41� 15．6�
24 ミカエルビスティー 牡6黒鹿54 川須 栄彦備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 484－ 82：05．82� 109．7�
815 スーパームーン 牡4青鹿56 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506－102：05．9� 3．7�
48 テーオーケンジャ 牡6栗 54 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 498－ 42：06．11	 39．4�
59 トラストワン 牡5黒鹿55 吉田 隼人大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 504＋ 22：06．41� 5．8�
816 エクセリオン 牡6芦 53 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 474－ 22：06．61	 451．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，752，000円 複勝： 88，164，700円 枠連： 39，119，300円
馬連： 166，582，900円 馬単： 87，295，400円 ワイド： 64，494，100円
3連複： 249，040，400円 3連単： 424，993，800円 計： 1，164，442，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，710円 複 勝 � 1，270円 � 180円 � 280円 枠 連（3－7） 2，250円

馬 連 �� 17，920円 馬 単 �� 50，180円

ワ イ ド �� 4，550円 �� 8，320円 �� 830円

3 連 複 ��� 50，180円 3 連 単 ��� 478，850円

票 数

単勝票数 計 447520 的中 � 4578（13番人気）
複勝票数 計 881647 的中 � 13947（12番人気）� 166975（2番人気）� 83416（4番人気）
枠連票数 計 391193 的中 （3－7） 12876（11番人気）
馬連票数 計1665829 的中 �� 6864（52番人気）
馬単票数 計 872954 的中 �� 1284（122番人気）
ワイド票数 計 644941 的中 �� 3406（50番人気）�� 1848（68番人気）�� 20288（6番人気）
3連複票数 計2490404 的中 ��� 3663（145番人気）
3連単票数 計4249938 的中 ��� 655（1118番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．3―12．8―12．6―12．5―12．4―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―36．1―48．9―1：01．5―1：14．0―1：26．4―1：38．6―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．1
1
3
13（14，15）（2，11，16）（6，7，12）（9，10）（1，5）4，3，8
13，14，2（11，15，10）（6，12）（7，16）1（5，9，4）（3，8）

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

勝馬の
紹 介

ドリームヒーロー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ウォーニング デビュー 2009．8．22 札幌4着

2007．4．21生 牡6青鹿 母 マイドリームラン 母母 キ ア モ ン グ 45戦5勝 賞金 89，398，000円

24012 8月17日 曇 良 （25函館4）第1日 第12競走 ��1，800�
お お く ら や ま

大 倉 山 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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：44．1

良
良

710 マイネヒメル 牝4栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 21：51．8 4．2�

11 デルマイザナミ 牝4鹿 55 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 468± 01：51．9� 16．7�
55 ピクシーホロウ 牝3鹿 52 丸山 元気吉田 和美氏 大竹 正博 新冠 若林牧場 476＋ 21：52．11� 6．5�
44 シャドウライフ 牝4黒鹿55 四位 洋文飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋ 21：52．31� 19．0�
812 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± 01：52．4� 14．3	
811 エ デ ィ ン 牝4栗 55 藤田 伸二�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 468＋ 21：52．61� 8．4

79 	 トーセンインディ 牝5芦 55 柴山 雄一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 438＋ 2 〃 クビ 123．4�
67 インダクティ 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 402－ 2 〃 アタマ 5．5
22 セ キ シ ョ ウ 牝3青鹿52 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 482± 01：52．7� 5．9�
68 ニシノテキーラ 牝5鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 472＋ 61：53．97 5．3�
33 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 516－ 41：54．21� 110．4�
56 ラブリイステラ 牝5芦 55 松田 大作�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 506＋ 41：54．51� 119．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，053，200円 複勝： 51，697，800円 枠連： 20，136，000円
馬連： 102，435，000円 馬単： 43，882，800円 ワイド： 32，647，300円
3連複： 98，018，900円 3連単： 191，865，700円 計： 572，736，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 410円 � 270円 枠 連（1－7） 5，130円

馬 連 �� 5，230円 馬 単 �� 8，310円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 470円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 59，250円

票 数

単勝票数 計 320532 的中 � 61149（1番人気）
複勝票数 計 516978 的中 � 106561（1番人気）� 27624（7番人気）� 47070（5番人気）
枠連票数 計 201360 的中 （1－7） 2902（19番人気）
馬連票数 計1024350 的中 �� 15431（26番人気）
馬単票数 計 438828 的中 �� 3900（38番人気）
ワイド票数 計 326473 的中 �� 5666（22番人気）�� 18885（3番人気）�� 5090（28番人気）
3連複票数 計 980189 的中 ��� 7238（50番人気）
3連単票数 計1918657 的中 ��� 2390（251番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．2―36．8―49．7―1：02．3―1：14．8―1：27．1―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
5，11，10，12，4（2，6）8（1，7）－9－3
5，11，10，12（4，2）－（1，6）（9，7）8－3

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

勝馬の
紹 介

マイネヒメル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2011．8．21 札幌7着

2009．2．22生 牝4栗 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 21戦4勝 賞金 54，888，000円



（25函館4）第1日 8月17日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 147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

179，380，000円
2，080，000円
10，660，000円
1，310，000円
15，710，000円
51，562，500円
3，822，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
232，825，800円
414，543，200円
142，007，000円
550，292，900円
346，581，900円
247，669，000円
752，439，600円
1，402，286，300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 4，088，645，700円

総入場人員 4，949名 （有料入場人員 4，423名）
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