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24013 8月18日 雨 稍重 （25函館4）第2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

44 シシャモオージ 牡2黒鹿54 松田 大作大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 458－ 41：13．0 4．6�
78 アルマエルナト 牡2栗 54 丸山 元気コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 450± 01：13．31� 4．1�
11 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 420－ 4 〃 クビ 14．2�
55 ア マ ア マ 牝2栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 430－ 41：13．4� 20．2�
811� ドラゴンスパン 牡2黒鹿54 柴山 雄一窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 474＋ 21：13．5	 1．9�
79 クリノエビスジン 牡2鹿 54 岩田 康誠栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 480± 01：14．35 23．0	
22 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 472＋ 21：15．15 71．5

33 ヴォルカヌス 牡2鹿 54 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 日高 出口牧場 420－ 41：15．2クビ 23．2�
67 ミリオンブライト 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 西川富岡牧場 486± 01：15．3� 58．7�
810 パンテラネグラ 牡2栗 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 430－ 21：16．15 196．3�
66 ディーバレッド 牝2鹿 54 川須 栄彦前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 436－ 21：16．95 187．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 14，644，600円 複勝： 35，102，500円 枠連： 6，450，600円
馬連： 26，704，600円 馬単： 23，642，500円 ワイド： 14，703，000円
3連複： 40，073，100円 3連単： 94，995，800円 計： 256，316，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 230円 � 190円 � 370円 枠 連（4－7） 780円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 370円 �� 550円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 11，160円

票 数

単勝票数 計 146446 的中 � 25453（3番人気）
複勝票数 計 351025 的中 � 42613（3番人気）� 55866（2番人気）� 21572（4番人気）
枠連票数 計 64506 的中 （4－7） 6121（3番人気）
馬連票数 計 267046 的中 �� 20051（3番人気）
馬単票数 計 236425 的中 �� 9401（6番人気）
ワイド票数 計 147030 的中 �� 10286（3番人気）�� 6522（5番人気）�� 6490（6番人気）
3連複票数 計 400731 的中 ��� 9934（10番人気）
3連単票数 計 949958 的中 ��� 6282（31番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．1―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．3―47．4―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シシャモオージ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．8．3 函館2着

2011．3．17生 牡2黒鹿 母 テンザンストーム 母母 Rythmical 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パンテラネグラ号・ディーバレッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月

18日まで平地競走に出走できない。

24014 8月18日 雨 稍重 （25函館4）第2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

68 キセキノチャンス 牝3栗 54 吉田 隼人深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 478± 01：48．0 3．3�
45 タカヒロガートップ 牝3栗 54 柴山 雄一髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 436＋ 41：48．1� 15．9�
44 マプティット 牝3鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：48．52� 10．7�
711 ティアップサニー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 476＋ 61：48．71� 3．3�
57 テイエムオデッセイ 牝3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 442－ 61：49．23 20．5�
22 フ レ ン ズ 牝3芦 54 柴田 善臣林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B476＋ 81：49．3クビ 132．5	
710 ビックセイラー 牝3芦 54 松田 大作�槇本牧場 庄野 靖志 日高 槇本牧場 518＋ 2 〃 ハナ 12．6

69 ミスマープル 牝3黒鹿54 川島 信二加藤 厚子氏 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 2 〃 クビ 213．7�
56 デルマアマノジャク 牝3芦 54 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 436＋ 21：49．62 49．0�
813 アイスウィッチ 牝3青鹿54 上村 洋行 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 432 ―1：50．13 59．0
11 イ ソ カ ゼ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 476＋ 61：51．48 68．8�

812 ルミアージュ 牝3栗 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B492－ 21：53．4大差 11．8�
33 シナジーウィスパー 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：54．57 4．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，689，000円 複勝： 20，771，800円 枠連： 6，943，800円
馬連： 23，677，600円 馬単： 16，999，200円 ワイド： 13，141，600円
3連複： 34，655，000円 3連単： 57，749，300円 計： 186，627，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 310円 � 270円 枠 連（4－6） 840円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 620円 �� 580円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 4，980円 3 連 単 ��� 26，560円

票 数

単勝票数 計 126890 的中 � 30531（2番人気）
複勝票数 計 207718 的中 � 47857（1番人気）� 14917（6番人気）� 17869（4番人気）
枠連票数 計 69438 的中 （4－6） 6104（4番人気）
馬連票数 計 236776 的中 �� 10020（6番人気）
馬単票数 計 169992 的中 �� 4003（11番人気）
ワイド票数 計 131416 的中 �� 5350（6番人気）�� 5822（5番人気）�� 1929（20番人気）
3連複票数 計 346550 的中 ��� 5143（18番人気）
3連単票数 計 577493 的中 ��� 1605（86番人気）

ハロンタイム 6．8―10．7―11．4―12．2―13．2―13．5―13．1―13．3―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．5―28．9―41．1―54．3―1：07．8―1：20．9―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F40．2
1
3
12，3，5，11，6，1（7，8，10）－4（2，13）9
11（5，10）6，8，7（12，4）2（1，3）（9，13）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キセキノチャンス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 El Prado デビュー 2012．12．24 阪神3着

2010．3．15生 牝3栗 母 シフォンベール 母母 シンフォーミー 13戦1勝 賞金 14，300，000円
〔制裁〕 マプティット号の騎手三浦皇成は，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30，000円。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルミアージュ号・シナジーウィスパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

9月18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 ファリーム号・プレシャスデイズ号
（非抽選馬） 1頭 クインポルカ号

第４回 函館競馬 第２日



24015 8月18日 雨 稍重 （25函館4）第2日 第3競走 ��1，200�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
1：08．0
1：06．5

良
良

22 ショウナンパレット 牝3黒鹿54 岩田 康誠�湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 458＋ 21：14．3 1．9�
46 ウエスタンパピヨン 牝3黒鹿 54

52 △横山 和生 �ウエスタンファーム 加藤 和宏 浦河 中島 俊明 460＋241：14．4� 29．3�
11 レディオブオペラ 牝3黒鹿54 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498 ― 〃 アタマ 9．1�
47 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± 01：14．5クビ 13．2�
713 レイヌドネージュ 牝3鹿 54 松田 大作 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 480± 0 〃 クビ 8．9	
35 クリノバトゥーラ 牝3黒鹿54 田中 博康栗本 博晴氏 南井 克巳 新ひだか 中村 和夫 462＋ 41：14．71 60．0

815 ティーブラウニー 牝3黒鹿54 黛 弘人小林 薫氏 栗田 徹 えりも エクセルマネジメント 432－ 21：14．91� 7．7�
610 ア ギ ャ ン ト 牝3鹿 54 竹之下智昭�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 454＋ 21：15．22 6．7�
23 ナデシコホマレ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �ローレルレーシング 矢野 照正 日高 春木 昭雄 458－ 81：15．3� 83．7
712 ストロングホールド �3鹿 56 柴田 善臣岡田 牧雄氏 柴田 政人 日高 ナカノファーム 472＋ 41：15．4クビ 255．9�
58 ブライトアーラ 牝3栗 54 古川 吉洋�岡崎牧場 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 440＋ 4 〃 クビ 167．4�
814 デンカノホウトウ 牡3栗 56 丸田 恭介 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム B458＋ 41：15．71� 50．0�
34 サイレントイン 牝3鹿 54 川島 信二矢野喜代春氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 458－121：16．44 46．9�
59 サ ブ ラ タ 牝3黒鹿54 津村 明秀吉田 照哉氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 418－ 8 〃 クビ 40．2�
611 マトリカリア 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 464＋101：17．25 320．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，989，400円 複勝： 24，658，400円 枠連： 7，471，900円
馬連： 25，310，400円 馬単： 19，946，700円 ワイド： 14，304，500円
3連複： 35，544，300円 3連単： 63，697，200円 計： 208，922，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 540円 � 280円 枠 連（2－4） 670円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 840円 �� 400円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 24，210円

票 数

単勝票数 計 179894 的中 � 77486（1番人気）
複勝票数 計 246584 的中 � 82467（1番人気）� 8287（7番人気）� 18628（6番人気）
枠連票数 計 74719 的中 （2－4） 8243（3番人気）
馬連票数 計 253104 的中 �� 9235（6番人気）
馬単票数 計 199467 的中 �� 5338（9番人気）
ワイド票数 計 143045 的中 �� 4163（8番人気）�� 9910（3番人気）�� 906（34番人気）
3連複票数 計 355443 的中 ��� 4336（18番人気）
3連単票数 計 636972 的中 ��� 1942（71番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．2―12．6―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．9―48．5―1：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．4
3 1，5（2，10）（3，4，6，12）15（7，9）－（8，14）（11，13） 4 ・（1，5）（2，10）（6，12）3（4，15）（7，9）13，8，14－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンパレット �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2012．11．18 東京8着

2010．3．8生 牝3黒鹿 母 チェリーポップ 母母 アーチェリー 9戦1勝 賞金 9，200，000円
※出走取消馬 ベルエアファルコン号（疾病〔感冒〕のため）
※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。
（非抽選馬） 6頭 アイドルワン号・ショウナンアズーリ号・セイミニスター号・タマモキラリ号・プーカ号・メイショウアザミ号

24016 8月18日 雨 稍重 （25函館4）第2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

812 マイネルパイレーツ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �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 516＋ 21：46．6 3．4�

710 マルトクスパート 牡3鹿 56
53 ▲伴 啓太高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 470＋ 6 〃 クビ 26．7�

44 ハリマヤヨサコイ 牡3鹿 56
54 △横山 和生西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 B478＋ 21：46．91� 8．2�

69 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 川田 将雅深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 B484＋ 21：47．22 9．9�
45 マイネルゲイナー 牡3栗 56 内田 博幸 �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 442＋ 41：47．3� 17．1�
68 セプテンバーローズ 牝3芦 54 丸田 恭介	グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 432＋ 61：47．5� 72．4

711 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± 01：47．71� 12．6�
33 キクノセントロ 牡3栗 56 川須 栄彦菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 460± 01：47．8� 3．0�
11 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± 01：48．43� 8．8
56 ブランドハヤテ 牡3芦 56 黛 弘人榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別牧場 470－ 41：48．5� 89．6�
57 ティティベンケイ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政田畑 利彦氏 境 直行 浦河 佐々木 恵一 492－ 41：48．92� 103．3�
22 フレンドリーゼウス 牡3栗 56 吉田 隼人増山 武志氏 中川 公成 浦河 山春牧場 442－ 21：49．32� 154．5�
813 ラ グ ー ン 牝3栗 54 荻野 琢真桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 452± 01：49．72� 13．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，855，300円 複勝： 23，423，000円 枠連： 7，817，200円
馬連： 27，153，800円 馬単： 17，859，000円 ワイド： 13，911，800円
3連複： 37，796，500円 3連単： 59，966，100円 計： 201，782，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 540円 � 270円 枠 連（7－8） 1，260円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 10，480円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 770円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 15，780円 3 連 単 ��� 74，510円

票 数

単勝票数 計 138553 的中 � 32381（2番人気）
複勝票数 計 234230 的中 � 45920（2番人気）� 9299（9番人気）� 21960（4番人気）
枠連票数 計 78172 的中 （7－8） 4588（5番人気）
馬連票数 計 271538 的中 �� 3265（21番人気）
馬単票数 計 178590 的中 �� 1258（41番人気）
ワイド票数 計 139118 的中 �� 1689（28番人気）�� 4665（10番人気）�� 929（32番人気）
3連複票数 計 377965 的中 ��� 1768（53番人気）
3連単票数 計 599661 的中 ��� 594（248番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―29．7―42．6―55．6―1：08．4―1：21．3―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．2
1
3
10，13，4，12（2，9）7（3，5）6，11，1，8
10（12，9）13（4，5）－（2，7，6）（3，8）（1，11）

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

勝馬の
紹 介

マイネルパイレーツ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Meadowlake デビュー 2012．9．23 中山8着

2010．5．22生 牡3栗 母 シンコウカリビアン 母母 My Yankee Girl 8戦1勝 賞金 8，450，000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 アルカサーバ号・ヴェルニ号・ソフトライム号・ナリタカマー号・ネオジェネラル号・リジカーレ号・

ローレルグラーネ号



24017 8月18日 雨 稍重 （25函館4）第2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 ロードフォワード 牡2青鹿54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 434 ―1：58．9 21．8�
79 アグネスドリーム 牡2黒鹿54 武 豊渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 468 ―1：59．11 4．1�
22 � シ ン ガ ン 牡2青鹿54 内田 博幸林 正道氏 松田 国英 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 446 ―1：59．2� 5．4�
810 マイネルサルト 牡2黒鹿54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新ひだか タイヘイ牧場 466 ―1：59．41	 36．9�
66 ガートルード 牝2黒鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452 ―1：59．82	 3．5	
33 マイネルゾンネ 牡2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 480 ―2：00．01	 39．2

11 ボールドジャパン 牡2鹿 54 川須 栄彦増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 496 ―2：00．1	 22．9�
811 ポッドジョーカー 牡2黒鹿54 戸崎 圭太小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 456 ―2：00．73	 7．2�
67 アドマイヤソウ 牝2青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462 ―2：01．44 13．6
55 グラスプリマ 牝2鹿 54 丸田 恭介半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 506 ―2：01．5	 5．4�
78 イーサンアテナ 牝2黒鹿54 荻野 琢真国本 勇氏 大和田 成 日高 中前牧場 448 ―2：05．8大差 147．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，704，000円 複勝： 24，865，900円 枠連： 7，037，800円
馬連： 27，359，700円 馬単： 21，627，500円 ワイド： 12，486，000円
3連複： 36，208，200円 3連単： 66，751，800円 計： 213，040，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 440円 � 190円 � 180円 枠 連（4－7） 4，130円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 13，200円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，320円 �� 390円

3 連 複 ��� 6，730円 3 連 単 ��� 65，600円

票 数

単勝票数 計 167040 的中 � 6057（7番人気）
複勝票数 計 248659 的中 � 11761（7番人気）� 38178（3番人気）� 40709（2番人気）
枠連票数 計 70378 的中 （4－7） 1258（15番人気）
馬連票数 計 273597 的中 �� 4526（18番人気）
馬単票数 計 216275 的中 �� 1210（45番人気）
ワイド票数 計 124860 的中 �� 2201（19番人気）�� 2220（18番人気）�� 8816（2番人気）
3連複票数 計 362082 的中 ��� 3973（27番人気）
3連単票数 計 667518 的中 ��� 751（217番人気）

ハロンタイム 13．0―12．7―14．0―14．5―13．6―13．4―12．9―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．7―39．7―54．2―1：07．8―1：21．2―1：34．1―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードフォワード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo 初出走

2011．3．31生 牡2青鹿 母 サッカーマム 母母 Traverse City 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イーサンアテナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月18日まで平地競

走に出走できない。

24018 8月18日 雨 稍重 （25函館4）第2日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系2歳
発走12時40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
1：48．1
1：45．6

稍重
不良

811 マルカロゼッタ 牡2栗 54 内田 博幸河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478 ―1：49．3 3．4�
79 ツ ァ ー リ 牡2栗 54 川須 栄彦増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか タイヘイ牧場 472 ―1：49．62 15．8�
66 サイモンジャスミン 牝2鹿 54 蛯名 正義澤田 昭紀氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 448 ―1：50．23� 11．7�
33 レイニーアプローズ 牡2鹿 54 古川 吉洋吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 458 ―1：50．41� 35．1�
55 スパルタカス 牡2栗 54 岩田 康誠森田 謙一氏 栗田 徹 新ひだか 三石川上牧場 464 ―1：50．71� 3．6�
810 クリノフクノオー �2栗 54

51 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 前川 隆則 474 ―1：53．5大差 94．4	
67 カリカリクン 牡2栗 54 丸田 恭介ケンレーシング組合 田島 俊明 青森 谷川 博勝 478 ― 〃 ハナ 20．2

22 ガ ラ ハ ッ ド �2青鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：55．09 30．6�
78 スカーレットムーン 牝2黒鹿54 武 豊ポリッシュホースメイト和田 正道 新ひだか 前田 宗将 484 ―1：56．27 19．9�
11 キングデジタル 牡2鹿 54 三浦 皇成伊藤 正男氏 西橋 豊治 新ひだか 上野 正恵 476 ―1：56．52 13．6
44 トーセンパピー 牝2黒鹿54 戸崎 圭太島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 456 ―1：57．77 3．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 14，348，300円 複勝： 18，029，100円 枠連： 6，736，300円
馬連： 22，307，300円 馬単： 17，368，700円 ワイド： 11，461，000円
3連複： 31，075，400円 3連単： 57，349，900円 計： 178，676，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 420円 � 310円 枠 連（7－8） 1，360円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 890円 �� 650円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 30，520円

票 数

単勝票数 計 143483 的中 � 33280（2番人気）
複勝票数 計 180291 的中 � 45907（1番人気）� 8977（7番人気）� 13332（5番人気）
枠連票数 計 67363 的中 （7－8） 3658（7番人気）
馬連票数 計 223073 的中 �� 6306（10番人気）
馬単票数 計 173687 的中 �� 3254（13番人気）
ワイド票数 計 114610 的中 �� 3205（11番人気）�� 4545（7番人気）�� 1350（25番人気）
3連複票数 計 310754 的中 ��� 3515（24番人気）
3連単票数 計 573499 的中 ��� 1387（94番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―32．1―45．5―58．8―1：11．1―1：23．6―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルカロゼッタ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

2011．2．22生 牡2栗 母 ノンストップレディ 母母 マ ガ ロ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカーレットムーン号・キングデジタル号・トーセンパピー号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成25年9月18日まで平地競走に出走できない。



24019 8月18日 曇 重 （25函館4）第2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）

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
57．7
57．1

重
稍重

79 シャッセロール 牝3鹿 52 川須 栄彦名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 458＋ 6 58．6 3．5�
710 ドキドキガール 牝4鹿 55 丸山 元気藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 490－ 6 〃 クビ 24．8�
811 シルヴァーグレイス 牝3鹿 52 秋山真一郎吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B450＋ 2 58．7� 3．1�
55 マウントフジ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 442＋ 2 59．01� 6．6�
33 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 B470＋ 4 59．42� 54．8	
68 パワフルラリマー 牝4栗 55 三浦 皇成友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 482－ 2 59．5� 5．0

67 フリップフロップ 牝4鹿 55 岩田 康誠吉田 哲哉氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

松田牧場 494＋10 59．71� 12．6�
56 ディアジーローズ 牝4青 55 戸崎 圭太ディアレスト 高橋 裕 新ひだか タイヘイ牧場 430＋ 8 59．8� 28．8�
22 オンワードセジール 牝7栗 55 蛯名 正義�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 476＋ 8 〃 ハナ 13．4
812 ハクユウリリー 牝4栗 55 吉田 隼人 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 438＋ 4 59．9� 31．3�
44 	 ヤギリエスペランサ 牝5栗 55 荻野 琢真内田ヤエ子氏 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 518－ 21：00．32� 85．8�
11 スマイルゲート 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 むかわ 上水牧場 448－ 61：00．72� 66．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，575，800円 複勝： 27，070，200円 枠連： 8，633，100円
馬連： 31，043，700円 馬単： 23，503，300円 ワイド： 15，597，000円
3連複： 43，551，700円 3連単： 80，683，700円 計： 249，658，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 450円 � 150円 枠 連（7－7） 5，460円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 7，400円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 290円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 22，130円

票 数

単勝票数 計 195758 的中 � 44148（2番人気）
複勝票数 計 270702 的中 � 45603（2番人気）� 11234（7番人気）� 62092（1番人気）
枠連票数 計 86331 的中 （7－7） 1168（14番人気）
馬連票数 計 310437 的中 �� 5061（17番人気）
馬単票数 計 235033 的中 �� 2344（28番人気）
ワイド票数 計 155970 的中 �� 2410（18番人気）�� 15624（1番人気）�� 2655（16番人気）
3連複票数 計 435517 的中 ��� 9714（10番人気）
3連単票数 計 806837 的中 ��� 2691（69番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．7―46．5

コーナー
通過順位

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

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 4戦2勝 賞金 11，800，000円
〔制裁〕 ドキドキガール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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エメラルハヤブサ号

24020 8月18日 小雨 重 （25函館4）第2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

68 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 476－ 61：45．5 3．1�
57 アルマベルヴァ 牡3鹿 54 吉田 隼人コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 B488－ 41：45．6� 34．0�
813 ヒラボクプリンス 牡3鹿 54 秋山真一郎�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 492＋ 21：46．13 4．1�
44 � メイショウオトコギ �4栗 57

54 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 452＋ 41：46．63 230．9�
33 サウスパシフィック 牡4鹿 57 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 504＋ 8 〃 ハナ 4．3�
56 ローレルクラウド 牡4栗 57 蛯名 正義 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 496－ 6 〃 クビ 12．2	
11 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 486＋ 21：46．7� 133．4

812 ライフトップガン 牡3鹿 54 岩田 康誠谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 B476－ 21：46．8� 4．4�
45 タケルハヤテ 牡5鹿 57 丸田 恭介森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 462－ 41：46．9クビ 28．4�
711 レオネプチューン 牡5鹿 57 村田 一誠�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 474＋121：47．11� 171．4
69 ジ ャ イ ア ン 牡5鹿 57

55 △横山 和生�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 488＋ 81：47．41	 16．7�
710 ブラックフライデー 牡3鹿 54 田中 博康保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか 西村 和夫 464＋ 21：48．89 132．2�

（12頭）
22 クリノスターオー 牡3青 54 戸崎 圭太栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 536＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，459，300円 複勝： 29，228，700円 枠連： 10，284，600円
馬連： 31，081，000円 馬単： 20，168，800円 ワイド： 14，167，500円
3連複： 38，555，700円 3連単： 68，663，000円 計： 229，608，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 570円 � 170円 枠 連（5－6） 1，330円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 8，370円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 350円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 24，590円

票 数

単勝票数 差引計 174593（返還計 13686） 的中 � 44429（1番人気）
複勝票数 差引計 292287（返還計 18019） 的中 � 69116（1番人気）� 9321（8番人気）� 48170（4番人気）
枠連票数 差引計 102846（返還計 12751） 的中 （5－6） 5736（6番人気）
馬連票数 差引計 310810（返還計 61135） 的中 �� 5535（15番人気）
馬単票数 差引計 201688（返還計 28424） 的中 �� 1780（29番人気）
ワイド票数 差引計 141675（返還計 17220） 的中 �� 2700（16番人気）�� 11386（4番人気）�� 2469（17番人気）
3連複票数 差引計 385557（返還計 94123） 的中 ��� 6893（16番人気）
3連単票数 差引計 686630（返還計163784） 的中 ��� 2061（84番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．8―12．8―12．6―12．2―12．9―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．4―42．2―54．8―1：07．0―1：19．9―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズスマート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．1．9 京都11着

2009．4．17生 牡4鹿 母 レッドグラス 母母 タケイチオージョ 15戦3勝 賞金 31，210，000円
〔競走除外〕 クリノスターオー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 マコトタンホイザー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。
〔その他〕 ジャイアン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジャイアン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年9月18日まで出走できない。



24021 8月18日 曇 重 （25函館4）第2日 第9競走 ��
��2，000�

じ ょ う ざ ん け い

定 山 渓 特 別
発走14時15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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 ネコタイショウ 牡3鹿 54 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 434－ 62：06．9 5．6�
815� キ ワ ミ 牝4鹿 55 秋山真一郎�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 442± 02：09．2大差 57．7�
58 � メイショウテッサイ 牡5鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 510＋ 22：09．52 11．9�
713 コスモユウチャン 牡4鹿 57 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 468＋ 42：09．7	 80．3�
22 マ デ ュ ー ロ 牡3鹿 54 戸崎 圭太多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 486＋ 4 〃 アタマ 17．4�
610 ブラインドサイド 牡4鹿 57 岩田 康誠諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488－ 62：10．23 4．9	
23 マ デ イ ラ 牡4栗 57 池添 謙一 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 アタマ 17．1

712 シャイニーハーツ 牡3栗 54 川島 信二小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 454＋ 42：10．3クビ 154．5�
814 ゼログラヴィティー 牡4黒鹿57 川田 将雅吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 470－ 62：10．61	 27．4�
47 ナンヨーユナ 牝3芦 52 内田 博幸中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 482＋422：10．8	 15．3
59 マイネルランスタン 牡3栗 54 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 82：11．33 30．7�
35 クラウディオス 牡3栗 54 丸田 恭介有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 484－122：11．72
 21．2�
34 グランスエルテ 牡3栗 54 藤田 伸二 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 82：12．87 43．5�
46 アドマイヤディープ 牡3鹿 54 四位 洋文近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492± 02：14．29 2．4�
611 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 466－ 22：14．62
 64．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，556，000円 複勝： 49，631，800円 枠連： 17，027，500円
馬連： 59，597，100円 馬単： 38，202，900円 ワイド： 29，481，700円
3連複： 78，519，700円 3連単： 149，434，900円 計： 452，451，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 260円 � 1，090円 � 290円 枠 連（1－8） 4，570円

馬 連 �� 12，220円 馬 単 �� 25，450円

ワ イ ド �� 3，620円 �� 1，050円 �� 6，060円

3 連 複 ��� 40，960円 3 連 単 ��� 335，210円

票 数

単勝票数 計 305560 的中 � 43536（3番人気）
複勝票数 計 496318 的中 � 55994（3番人気）� 10120（11番人気）� 49076（4番人気）
枠連票数 計 170275 的中 （1－8） 2753（17番人気）
馬連票数 計 595971 的中 �� 3601（36番人気）
馬単票数 計 382029 的中 �� 1108（71番人気）
ワイド票数 計 294817 的中 �� 1974（39番人気）�� 7173（9番人気）�� 1170（58番人気）
3連複票数 計 785197 的中 ��� 1415（123番人気）
3連単票数 計1494349 的中 ��� 329（780番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．1―12．5―13．2―13．3―12．8―12．9―12．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．0―48．5―1：01．7―1：15．0―1：27．8―1：40．7―1：53．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．1
1
3
1，6（2，11）10，15（4，5，14）（7，13）－3，9－8＝12
1－2（10，6）（15，14）（4，5，13）（7，3）11（8，9）－12

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

勝馬の
紹 介

ネコタイショウ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．6．9 函館中止

2010．4．6生 牡3鹿 母 パ シ ェ ン テ 母母 オトメザトップ 15戦2勝 賞金 26，647，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランスエルテ号・アドマイヤディープ号・ヘレナモルフォ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成25年9月18日まで平地競走に出走できない。

24022 8月18日 曇 重 （25函館4）第2日 第10競走 ��
��2，600�

し こ つ こ

支 笏 湖 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．8．18以降25．8．11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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：39．4
2：37．3

良
良

11 ヤマイチパートナー 牡3栗 52 武 豊坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 488－ 82：50．7 6．5�
813 テイエムダイパワー 牡3栗 54 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 486＋18 〃 クビ 18．4�
46 ラヴィンライフ 牡7鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 62：51．23 16．2�
69 アドマイヤバラード 牡4栗 56 秋山真一郎近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 522＋ 42：51．52 4．1�
58 エアポートメサ 牡5栗 56 川須 栄彦新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 456－ 22：52．35 19．3�
22 キンセイポラリス 牡7鹿 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 422＋ 42：53．79 55．0	
57 スズカゲイル 牡8鹿 54 三浦 皇成永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 小島牧場 432＋ 82：54．12� 100．5

814 パッシフローラ 牝4鹿 53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 434± 02：54．73� 10．4�
711 マイネルアイザック 牡4黒鹿56 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 454± 02：54．8� 12．9
33 フィルハーマジック 牝5鹿 51 川島 信二�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 464－ 62：54．9� 96．2�
45 ウインアルザス 牡3鹿 54 岩田 康誠�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 504＋ 42：55．43 2．7�
34 アクアブルーフライ 牡6栗 55 内田 博幸佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 496－ 62：56．57 31．8�
610 サンガヴィーノ 牡3栗 52 藤田 伸二有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 458－ 42：57．03 44．6�
712 スノーストーム 牡3栗 52 黛 弘人 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：57．53 20．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，308，200円 複勝： 45，758，000円 枠連： 18，501，100円
馬連： 65，338，300円 馬単： 39，059，500円 ワイド： 29，836，000円
3連複： 90，540，200円 3連単： 155，372，400円 計： 474，713，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 250円 � 670円 � 310円 枠 連（1－8） 1，940円

馬 連 �� 6，360円 馬 単 �� 10，920円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 1，300円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 27，620円 3 連 単 ��� 107，670円

票 数

単勝票数 計 303082 的中 � 37028（3番人気）
複勝票数 計 457580 的中 � 55182（3番人気）� 15650（9番人気）� 40068（4番人気）
枠連票数 計 185011 的中 （1－8） 7058（9番人気）
馬連票数 計 653383 的中 �� 7586（25番人気）
馬単票数 計 390595 的中 �� 2641（40番人気）
ワイド票数 計 298360 的中 �� 2887（30番人気）�� 5820（12番人気）�� 1809（45番人気）
3連複票数 計 905402 的中 ��� 2420（90番人気）
3連単票数 計1553724 的中 ��� 1065（348番人気）

ハロンタイム 13．1―12．8―13．0―13．1―13．0―13．5―13．4―13．4―12．9―13．0―13．2―12．9―13．4

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�
13．1―25．9―38．9―52．0―1：05．0―1：18．5―1：31．9―1：45．3―1：58．2―2：11．2―2：24．4―2：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．5―3F39．5
1
�
13－5，14（9，10）3（1，11）（4，12）8－7－2－6
13，5，9，1，14（10，11，8）7，6－12（3，4，2）

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

勝馬の
紹 介

ヤマイチパートナー �
�
父 サムライハート �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．11．25 京都5着

2010．4．24生 牡3栗 母 トップペンダント 母母 ス プ リ ー ム 11戦3勝 賞金 34，195，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクアブルーフライ号・サンガヴィーノ号・スノーストーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成25年9月18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 ディアフォルティス号



24023 8月18日 小雨 重 （25函館4）第2日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第49回札 幌 記 念（ＧⅡ）

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54�4歳以上57�，牝馬2�
減

札幌市長賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

714 トウケイヘイロー 牡4鹿 57 武 豊木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 488－ 42：06．5 3．4�
713 アスカクリチャン 牡6鹿 57 岩田 康誠栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 494－ 22：07．56 35．7�
48 � アンコイルド 牡4鹿 57 吉田 隼人�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 482－ 42：08．24 55．4�
816 アイムユアーズ 牝4栗 55 池添 謙一ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476± 02：08．3	 24．1�
611 ロ ゴ タ イ プ 牡3黒鹿54 村田 一誠吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 488＋ 42：08．62 2．6�
12 オールザットジャズ 牝5鹿 55 川須 栄彦市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 468－122：09．45 47．7	
612 レインボーダリア 牝6栗 55 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 464＋ 22：10．03	 11．8

11 
 タッチミーノット 牡7黒鹿57 四位 洋文吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 492－ 42：10．74 27．5�
36 マルセリーナ 牝5鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 464＋ 8 〃 ハナ 51．5�
47 ラブイズブーシェ 牡4黒鹿57 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 468± 02：10．8� 74．4
815 エアソミュール 牡4黒鹿57 松田 大作 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 490－ 42：11．11� 47．4�
24 ネヴァブション 牡10黒鹿57 丸田 恭介廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 478－ 22：11．2	 471．1�
35 トーセンジョーダン 牡7鹿 57 戸崎 圭太島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 494＋102：11．73 10．2�
59 ホエールキャプチャ 牝5芦 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 470－ 42：11．91 43．0�
23 ル ル ー シ ュ 牡5黒鹿57 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506＋ 62：12．53	 6．9�
510 ネ コ パ ン チ 牡7黒鹿57 藤田 伸二桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 478＋ 22：14．110 52．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 201，110，200円 複勝： 261，689，900円 枠連： 136，420，900円
馬連： 720，928，800円 馬単： 384，401，600円 ワイド： 246，143，300円
3連複： 991，383，000円 3連単： 1，978，058，800円 計： 4，920，136，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 640円 � 880円 枠 連（7－7） 3，910円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，530円 �� 5，790円

3 連 複 ��� 20，460円 3 連 単 ��� 71，870円

票 数

単勝票数 計2011102 的中 � 471666（2番人気）
複勝票数 計2616899 的中 � 532624（2番人気）� 92959（8番人気）� 64471（10番人気）
枠連票数 計1364209 的中 （7－7） 25781（16番人気）
馬連票数 計7209288 的中 �� 126021（14番人気）
馬単票数 計3844016 的中 �� 51231（16番人気）
ワイド票数 計2461433 的中 �� 46167（13番人気）�� 40034（15番人気）�� 10187（55番人気）
3連複票数 計9913830 的中 ��� 35769（62番人気）
3連単票数 計19780588 的中 ��� 20314（199番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．3―12．8―12．7―12．7―12．4―12．7―13．0―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．2―49．0―1：01．7―1：14．4―1：26．8―1：39．5―1：52．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．7
1
3
14，16，8，11（10，13）1，9（3，15）2（6，12）7（4，5）
14－（16，11）8－13－9，12，15（10，6，5）（3，7）（1，2）－4

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

勝馬の
紹 介

トウケイヘイロー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2011．7．31 新潟1着

2009．4．22生 牡4鹿 母 ダンスクィーン 母母 ハイネスポート 17戦8勝 賞金 267，589，000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。
（非抽選馬） 7頭 サトノタイガー号・サニーサンデー号・サンディエゴシチー号・セイカプレスト号・メイショウウズシオ号・

メーヴェ号・モズ号

24024 8月18日 曇 重 （25函館4）第2日 第12競走 ��
��1，700�

よ う て い ざ ん

羊 蹄 山 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

11 イースターパレード �4栗 57 荻野 琢真�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 498＋ 41：44．3 2．1�
711 ケイティーズハート 牝4鹿 55 川島 信二 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 474－ 21：44．72	 14．4�
44 スターソード 牡3鹿 54 古川 吉洋村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 490－ 2 〃 アタマ 5．9�
22 ハ ル カ フ ジ 牡5鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 480－ 21：44．91 8．9�
813 ビタースウィート 牝6鹿 55 三浦 皇成�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 454－ 4 〃 アタマ 30．5	
33 レッドフォルツァ 牡4鹿 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B500＋ 4 〃 クビ 6．1

710 トルバドゥール 牡5栃栗57 丸山 元気 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 アタマ 35．5�
69 イーグルカザン 牡5鹿 57 戸崎 圭太山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 500－201：45．0	 7．6�
56 シニスタークイーン 牝4黒鹿55 吉田 隼人�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 448＋ 21：45．95 23．0
57 ワイキキブリーズ 牝6栗 55 松田 大作折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 498－141：46．43 80．9�
68 
 アートオブビーン 牝6鹿 55 川須 栄彦岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 466＋ 21：46．72 310．3�
812 コーラルビュー 牝5鹿 55 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 488＋ 61：47．55 62．5�
45 トーセントレジャー 牡5鹿 57 柴山 雄一島川 �哉氏 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 502－ 81：47．71	 197．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，201，300円 複勝： 61，463，500円 枠連： 24，490，600円
馬連： 143，790，500円 馬単： 62，318，700円 ワイド： 43，454，100円
3連複： 133，279，300円 3連単： 280，046，500円 計： 799，044，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 290円 � 190円 枠 連（1－7） 1，130円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 620円 �� 320円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 11，670円

票 数

単勝票数 計 502013 的中 � 189424（1番人気）
複勝票数 計 614635 的中 � 160924（1番人気）� 41992（6番人気）� 84428（3番人気）
枠連票数 計 244906 的中 （1－7） 16109（4番人気）
馬連票数 計1437905 的中 �� 77404（4番人気）
馬単票数 計 623187 的中 �� 22624（7番人気）
ワイド票数 計 434541 的中 �� 16700（7番人気）�� 37175（2番人気）�� 11682（10番人気）
3連複票数 計1332793 的中 ��� 39287（5番人気）
3連単票数 計2800465 的中 ��� 17712（29番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．1―42．7―55．3―1：07．4―1：19．8―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イースターパレード �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．9．3 札幌8着

2009．1．27生 �4栗 母 インディパレード 母母 Fashion Setter 14戦4勝 賞金 41，322，000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。
（非当選馬） 1頭 アンティークカラー号
（非抽選馬） 1頭 タガノジョイナー号

３レース目



（25函館4）第2日 8月18日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 156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

287，110，000円
2，080，000円
9，250，000円
3，060，000円
25，110，000円
54，084，500円
4，328，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
439，441，400円
621，692，800円
257，815，400円
1，204，292，800円
685，098，400円
458，687，500円
1，591，182，100円
3，112，769，400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 8，370，979，800円

総入場人員 8，857名 （有料入場人員 7，761名）
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