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17037 6月22日 晴 良 （26函館1）第4日 第1競走 ��
��1，000�サラブレッド系3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 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

22 キクノアリア 牝3鹿 54 三浦 皇成菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 460＋ 2 59．9 38．4�
55 マダムアグライア 牝3鹿 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 486＋12 〃 ハナ 7．9�
68 ファービヨンド 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 426－ 61：00．11� 5．4�

11 ピサノナイトレイ 牝3鹿 54
51 ▲小崎 綾也市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 442＋ 21：00．31 2．7�

33 メ ニ ア オ バ 牝3鹿 54 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 462＋101：00．83 7．5�
710 スイープアロー 牡3栗 56 池添 謙一矢野 秀春氏 浜田多実雄 日高 佐々木 康治 490＋ 6 〃 アタマ 5．5�
812 ナガラブルボン 牡3鹿 56 秋山真一郎長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 462＋ 4 〃 ハナ 18．1	
56 クリノアシュラオー �3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 日西牧場 446＋ 61：01．22	 9．6

44 アミフジテンショウ 牝3栗 54 吉田 隼人内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 526＋161：01．3クビ 26．1�
811 サンハンプトン 牝3栗 54 松岡 正海加藤 信之氏 的場 均 新冠 サンローゼン 442＋ 41：01．61
 54．5�
79 メイショウツルヒメ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 482－101：02．23	 80．9
67 エニータイム 牝3鹿 54 西村 太一�和田牧場 和田 正道 日高 細川牧場 444＋ 21：02．51
 189．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，599，100円 複勝： 23，785，100円 枠連： 6，686，200円
馬連： 29，102，600円 馬単： 19，373，200円 ワイド： 15，749，200円
3連複： 40，633，100円 3連単： 64，433，600円 計： 213，362，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，840円 複 勝 � 1，020円 � 290円 � 190円 枠 連（2－5） 9，920円

馬 連 �� 12，360円 馬 単 �� 30，460円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 2，000円 �� 740円

3 連 複 ��� 16，030円 3 連 単 ��� 170，490円

票 数

単勝票数 計 135991 的中 � 2829（9番人気）
複勝票数 計 237851 的中 � 4849（9番人気）� 21035（5番人気）� 40053（2番人気）
枠連票数 計 66862 的中 （2－5） 522（24番人気）
馬連票数 計 291026 的中 �� 1824（31番人気）
馬単票数 計 193732 的中 �� 477（68番人気）
ワイド票数 計 157492 的中 �� 1609（25番人気）�� 1983（21番人気）�� 5739（9番人気）
3連複票数 計 406331 的中 ��� 1900（50番人気）
3連単票数 計 644336 的中 ��� 274（395番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．7―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノアリア �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．12．7 阪神9着

2011．3．19生 牝3鹿 母 レディブライアン 母母 マルブツエンプレス 5戦1勝 賞金 4，600，000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 アドマイヤラブ号

17038 6月22日 晴 良 （26函館1）第4日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・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
1：08．0
1：06．5

良
良

611 カレンステイシー 牝3栗 54 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 488＋221：09．5 2．2�
11 エンジェルミディ 牝3栗 54 池添 謙一�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502＋ 61：09．71� 5．7�
48 サ オ ト メ 牝3鹿 54 松田 大作一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 浦河日成牧場 426－ 61：10．01� 4．8�
35 ラ ン ド ロ ワ 牝3芦 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 458＋ 2 〃 クビ 17．1�
713 オートクレール 牝3栗 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 420＋ 61：10．21� 31．4�
47 サンメンフィス 牝3栗 54 西村 太一坂田 行夫氏 清水 英克 浦河 永田 克之 438＋ 61：10．41� 58．8	
12 コスモリュブリュー 牝3黒鹿54 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 えりも エクセルマネジメント 472＋ 2 〃 ハナ 13．0�
510 アラマサクリスエス 牝3青鹿54 丸田 恭介
アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 428＋ 8 〃 ハナ 74．5�
24 ムーントラベラー 牝3鹿 54 荻野 琢真吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 ハナ 30．9
36 ヴァリアンティー 牝3鹿 54 中谷 雄太スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 前田 宗将 420＋ 81：10．61� 54．7�
59 モアアンドモア 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 440－ 2 〃 クビ 11．2�
23 アイティルビー 牝3鹿 54 柴山 雄一一ノ瀬 恭氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 430± 01：10．7クビ 30．6�
612 ア ジ ャ ー ニ 牝3鹿 54 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 438± 0 〃 アタマ 29．7�
714 グァバベリーニ 牝3鹿 54 黛 弘人 
社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 410－ 81：11．44 179．1�
815 ボンセジュール 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 408＋141：11．61 55．6�

816 メイショウネイロ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 468＋121：11．7� 187．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，657，000円 複勝： 26，204，700円 枠連： 8，358，800円
馬連： 30，929，000円 馬単： 19，281，200円 ワイド： 18，470，500円
3連複： 42，133，300円 3連単： 62，399，100円 計： 224，433，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 170円 � 140円 枠 連（1－6） 480円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 370円 �� 240円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 5，080円

票 数

単勝票数 計 166570 的中 � 58195（1番人気）
複勝票数 計 262047 的中 � 66033（1番人気）� 31738（3番人気）� 47865（2番人気）
枠連票数 計 83588 的中 （1－6） 13332（1番人気）
馬連票数 計 309290 的中 �� 29378（2番人気）
馬単票数 計 192812 的中 �� 11069（2番人気）
ワイド票数 計 184705 的中 �� 12650（2番人気）�� 22209（1番人気）�� 6230（5番人気）
3連複票数 計 421333 的中 ��� 22688（1番人気）
3連単票数 計 623991 的中 ��� 8892（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．6―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．9―45．5―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．6
3 ・（2，9）11（1，8，15）（5，7，12）（6，16）（4，10）（3，13）14 4 ・（2，9，11）1，8（5，15）（7，12）（4，10，6）（3，13，16）－14

勝馬の
紹 介

カレンステイシー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．1．26 中京3着

2011．4．29生 牝3栗 母 カ レ ン マ マ 母母 アズウィロー 4戦1勝 賞金 10，100，000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 デルマヨッチャン号

第１回 函館競馬 第４日



17039 6月22日 晴 良 （26函館1）第4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
1：42．0
1：41．7

重
不良

56 オーディンバローズ 牡3青鹿56 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 496＋ 21：47．5 6．7�
22 ゴッドエンペラー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B458＋ 21：48．03 25．4�
710 ドラムメジャー 牡3青 56 三浦 皇成本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場 464＋ 21：48．21� 2．4�
813 ナムラアンバー 牡3黒鹿56 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 528－ 2 〃 アタマ 91．1�
69 メイショウロブロイ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好�氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 482＋ 61：48．41� 22．6�
812 センノイギダー 牡3栗 56 丸田 恭介浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 476－ 2 〃 ハナ 63．1	
44 エイプキング 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁元岡 治貴氏 小島 茂之 日高 松平牧場 448－ 21：48．93 30．0

11 ダンストゥゲザー 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹飯田 正剛氏 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 442＋ 21：49．11� 128．3�
711 シャッツクヴェレ 牡3青鹿 56

53 ▲小崎 綾也青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム B472－ 61：50．8大差 9．4�
57 アグレッシブダリア 牡3鹿 56 藤田 伸二松本 肇氏 大橋 勇樹 新ひだか タガミファーム 480＋ 21：50．9� 17．1
68 クリノハッチャン 牝3鹿 54 田中 博康栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 458－ 21：52．07 113．8�
45 マイネジュラメント 牝3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 嶋田牧場 472＋ 41：52．53 77．1�
33 ミッキーナイト 牡3栗 56 武 豊野田みづき氏 大久保龍志 新ひだか 矢野牧場 460＋10 （競走中止） 2．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，966，900円 複勝： 21，975，100円 枠連： 8，829，100円
馬連： 28，928，400円 馬単： 19，570，800円 ワイド： 16，198，100円
3連複： 40，030，300円 3連単： 69，087，200円 計： 219，585，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 420円 � 130円 枠 連（2－5） 4，660円

馬 連 �� 6，280円 馬 単 �� 10，270円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 360円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 39，430円

票 数

単勝票数 計 149669 的中 � 17817（3番人気）
複勝票数 計 219751 的中 � 24564（3番人気）� 9756（7番人気）� 60108（1番人気）
枠連票数 計 88291 的中 （2－5） 1466（14番人気）
馬連票数 計 289284 的中 �� 3568（17番人気）
馬単票数 計 195708 的中 �� 1428（30番人気）
ワイド票数 計 161981 的中 �� 2120（19番人気）�� 12656（2番人気）�� 4739（8番人気）
3連複票数 計 400303 的中 ��� 6536（12番人気）
3連単票数 計 690872 的中 ��� 1270（111番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．1―43．0―56．3―1：09．1―1：21．9―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オーディンバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．9．22 阪神6着

2011．3．12生 牡3青鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 9戦1勝 賞金 7，100，000円
〔競走中止〕 ミッキーナイト号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 レオウィッシュ号

17040 6月22日 晴 良 （26函館1）第4日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時20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

57 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿54 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 440＋102：02．1 46．6�
711 メイショウビザン 牝3栗 54 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 482－ 4 〃 クビ 2．0�
610 ステラストリーム 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 42：02．52� 11．7�
34 ダッシュスライダー 牡3栗 56 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 450± 02：02．71� 123．0�
11 エアマチュール 牝3青鹿54 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 452± 0 〃 クビ 5．6	
69 ケ レ ス 牝3黒鹿54 小林 徹弥杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 オリエント牧場 428－ 82：02．8クビ 131．5

45 ウィステリアメジロ 牝3黒鹿54 武 豊大迫 基弘氏 佐々木晶三 洞�湖 レイクヴィラファーム 492＋ 82：03．11� 6．0�
58 コスモトレント 牝3栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 4 〃 クビ 78．6�
813 マーシャルシップ 牡3青鹿56 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 462＋ 42：03．2クビ 6．5
22 スプリングアップ 牡3鹿 56 田中 博康スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 476± 02：03．62� 14．8�
33 ワンハンドカット 	3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 482－ 42：03．7� 26．9�
814 マイネルパナケーア 牡3鹿 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 忠幸 440＋ 22：03．8� 230．0�
712 タガノレジーナ 牝3鹿 54 池添 謙一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 22：04．75 39．2�
46 トゥーレドゥー 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 B442＋ 42：05．33� 285．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，385，300円 複勝： 29，476，800円 枠連： 8，694，700円
馬連： 32，734，500円 馬単： 21，135，200円 ワイド： 17，449，000円
3連複： 44，037，600円 3連単： 75，120，000円 計： 248，033，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，660円 複 勝 � 950円 � 130円 � 330円 枠 連（5－7） 2，500円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 12，200円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 6，880円 �� 670円

3 連 複 ��� 16，180円 3 連 単 ��� 173，440円

票 数

単勝票数 計 193853 的中 � 3321（9番人気）
複勝票数 計 294768 的中 � 5414（9番人気）� 93569（1番人気）� 18707（6番人気）
枠連票数 計 86947 的中 （5－7） 2685（11番人気）
馬連票数 計 327345 的中 �� 5728（17番人気）
馬単票数 計 211352 的中 �� 1299（38番人気）
ワイド票数 計 174490 的中 �� 2555（18番人気）�� 623（41番人気）�� 7050（7番人気）
3連複票数 計 440376 的中 ��� 2041（45番人気）
3連単票数 計 751200 的中 ��� 314（390番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．0―12．2―12．7―12．6―12．5―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―34．9―46．9―59．1―1：11．8―1：24．4―1：36．9―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノクレオパトラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．8．3 小倉15着

2011．5．30生 牝3黒鹿 母 シャトルライン 母母 マイファンシミン 10戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 ウィステリアメジロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ウィステリアメジロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年7月22日まで出走できない。



17041 6月22日 晴 良 （26函館1）第4日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時10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

814 マイネルエスパス 牡2青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 474 ―1：09．5 8．0�

69 サ フ ィ ロ ス 牡2鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450 ―1：10．13� 2．6�
11 アポロノシンザン 牡2鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 458 ― 〃 クビ 9．6�
33 ジェットコルサ 牡2青 54 丸田 恭介尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 454 ―1：10．31� 11．9�
34 ラブミークン 牡2栗 54 田中 博康小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 464 ―1：11．04 50．5	
711 ヤマカツエース 牡2栗 54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 476 ―1：11．21 3．9

57 ケイアイトレジャー 牡2芦 54 吉田 隼人亀田 和弘氏 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 474 ―1：11．3� 10．0�
58 ワンラヴワンハート 牡2青鹿54 岩田 康誠山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 458 ―1：11．4� 19．6�
45 キングイマデショウ 牡2鹿 54 古川 吉洋首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 458 ―1：11．82� 26．9
813 シゲルオハシリサン 牡2鹿 54 秋山真一郎森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 452 ―1：12．22� 61．6�
22 トーセンミッション 牡2栗 54 柴田 善臣島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 504 ―1：12．3	 31．5�
610 ネ コ ソ ラ 牡2栗 54 黛 弘人桐谷 茂氏 堀井 雅広 様似 様似共栄牧場 512 ―1：12．83 34．1�
46 フェリチターレ 牡2鹿 54 津村 明秀西村 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 450 ―1：14．07 107．0�
712 デルマヨタロウ 牡2栗 54 木幡 初広浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 472 ―1：14．1� 54．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，120，600円 複勝： 30，214，200円 枠連： 9，970，500円
馬連： 34，889，800円 馬単： 23，154，500円 ワイド： 18，318，000円
3連複： 44，259，200円 3連単： 70，814，000円 計： 252，740，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 200円 � 130円 � 250円 枠 連（6－8） 840円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，180円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 20，730円

票 数

単勝票数 計 211206 的中 � 20984（3番人気）
複勝票数 計 302142 的中 � 35278（3番人気）� 82204（1番人気）� 24703（5番人気）
枠連票数 計 99705 的中 （6－8） 9137（3番人気）
馬連票数 計 348898 的中 �� 29041（2番人気）
馬単票数 計 231545 的中 �� 7141（5番人気）
ワイド票数 計 183180 的中 �� 12386（2番人気）�� 3736（13番人気）�� 6739（7番人気）
3連複票数 計 442592 的中 ��� 10044（7番人気）
3連単票数 計 708140 的中 ��� 2476（47番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．4―11．6―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．4―46．0―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．1
3 14－5（12，11）（8，9）（13，7）1（3，10）－4＝2－6 4 14－（5，11）（8，9，7）（1，13）3（4，12，10）－2－6

勝馬の
紹 介

マイネルエスパス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2012．3．9生 牡2青鹿 母 タイニープラネット 母母 タイニーナイトラヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アポロノシンザン号の騎手武豊は，検査のため勝浦正樹に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェリチターレ号・デルマヨタロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月

22日まで平地競走に出走できない。

17042 6月22日 晴 良 （26函館1）第4日 第6競走 ��
��2，600�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
2：39．4
2：37．3

良
良

811 ギャングセブン 牡3栗 56 田中 博康 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 464± 02：43．2 7．8�
44 エルズミーア 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 552＋ 4 〃 クビ 8．5�
55 ローレルトルネード 牡3栗 56 小林 徹弥 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 470－142：43．3クビ 4．5�
22 コパノミクス 牡3青 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 444－ 2 〃 ハナ 2．7�
67 ブルザンインディゴ 牝3芦 54 西村 太一藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 442＋102：43．72� 12．6	
33 セイウンコレット 牝3黒鹿54 横山 和生西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 466－ 82：43．8� 44．2

11 トレジャーマップ 牡3鹿 56 松田 大作小林 正和氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 B454＋ 22：44．01� 5．3�
56 メモリーファイター 牡3黒鹿56 古川 吉洋�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 成隆牧場 488＋ 22：44．42� 18．4�
812 ペイグラブル 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大久保洋吉 日高 白井牧場 454± 02：45．14 117．9

79 ヘクターザグレート 牡3黒鹿56 津村 明秀堀 祥子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 508＋142：46．16 23．4�
710 コスモプラナス 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 42：46．2クビ 65．1�
68 ヤマカツサユリ 牝3鹿 54 池添 謙一山田 和夫氏 松元 茂樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 62：46．94 56．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，846，000円 複勝： 24，301，000円 枠連： 6，930，900円
馬連： 29，419，600円 馬単： 18，226，900円 ワイド： 14，706，800円
3連複： 36，204，000円 3連単： 62，689，400円 計： 209，324，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 200円 � 220円 � 180円 枠 連（4－8） 3，380円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 7，470円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 610円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 42，510円

票 数

単勝票数 計 168460 的中 � 17110（4番人気）
複勝票数 計 243010 的中 � 30468（4番人気）� 27836（5番人気）� 38286（2番人気）
枠連票数 計 69309 的中 （4－8） 1585（16番人気）
馬連票数 計 294196 的中 �� 5752（15番人気）
馬単票数 計 182269 的中 �� 1828（29番人気）
ワイド票数 計 147068 的中 �� 3062（15番人気）�� 6325（7番人気）�� 6616（6番人気）
3連複票数 計 362040 的中 ��� 5478（15番人気）
3連単票数 計 626894 的中 ��� 1069（135番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．8―12．9―12．9―13．3―13．1―12．9―12．3―11．9―12．2―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．4―24．2―37．0―49．9―1：02．8―1：16．1―1：29．2―1：42．1―1：54．4―2：06．3―2：18．5―2：30．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギャングセブン �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 スピードワールド デビュー 2013．7．20 函館12着

2011．3．27生 牡3栗 母 ファインショット 母母 スピードスイセイ 6戦1勝 賞金 6，600，000円
〔制裁〕 コパノミクス号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）

ローレルトルネード号の騎手小林徹弥は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



17043 6月22日 晴 良 （26函館1）第4日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
57．1

重
稍重

79 ゴーインググレート 牡4栗 57 田中 博康田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 472＋ 4 59．1 4．0�
812 トーセンプリモ 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム B514＋ 6 59．31� 7．4�
67 � エルウェーオージャ �6青 57

54 ▲小崎 綾也雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 476± 0 59．4� 8．9�
710� スーパースター 牝3栗 52 松岡 正海坪野谷和平氏 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 432－ 6 59．61 49．8�
56 パワフルラリマー 牝5栗 55 津村 明秀友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 490＋ 6 〃 ハナ 9．1�
68 � ベストヒット 牝4栗 55 横山 和生	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 466－ 6 59．7クビ 7．5

33 モーニングムーン 牝4栗 55 丸田 恭介	ターフ・スポート高橋 文雅 新冠 松浦牧場 456＋ 6 〃 クビ 24．4�
55 � キシュウレパード 牝4黒鹿 55

52 ▲城戸 義政木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 442± 0 59．91 181．8�
11 ミ チ シ ル ベ 牝5鹿 55 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 448＋ 4 〃 クビ 97．7
44 リージェンシー 牝4鹿 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B516＋201：00．1	 6．0�
811� ゴールドシオン 牡6鹿 57

54 ▲長岡 禎仁井上 久光氏 柴田 政人 新冠 八木 明広 504＋ 21：01．59 176．5�
22 ニシノラピート 牝3栗 52 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 472＋10 （競走中止） 3．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，955，300円 複勝： 27，055，000円 枠連： 8，369，100円
馬連： 35，053，400円 馬単： 20，832，800円 ワイド： 16，803，300円
3連複： 43，673，000円 3連単： 79，241，000円 計： 249，982，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 180円 � 190円 枠 連（7－8） 1，210円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 490円 �� 450円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 10，760円

票 数

単勝票数 計 189553 的中 � 37735（2番人気）
複勝票数 計 270550 的中 � 43939（2番人気）� 38351（3番人気）� 34445（4番人気）
枠連票数 計 83691 的中 （7－8） 5354（5番人気）
馬連票数 計 350534 的中 �� 21512（3番人気）
馬単票数 計 208328 的中 �� 7186（3番人気）
ワイド票数 計 168033 的中 �� 8954（4番人気）�� 9922（2番人気）�� 4160（13番人気）
3連複票数 計 436730 的中 ��� 11977（6番人気）
3連単票数 計 792410 的中 ��� 5337（18番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．7―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．0
3 4（6，10）（8，12）－（3，9）7－5－1＝11 4 ・（4，6）10，12，8（3，7，9）－5，1＝11

勝馬の
紹 介

ゴーインググレート �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．6．3 阪神5着

2010．5．7生 牡4栗 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 18戦3勝 賞金 30，600，000円
〔競走中止〕 ニシノラピート号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

17044 6月22日 晴 良 （26函館1）第4日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

610 ネロディアマンテ 牝4青 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504－ 61：10．1 3．4�

35 リュウツバメ 牝4鹿 55
52 ▲長岡 禎仁田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 516－16 〃 クビ 49．0�

58 エ ク ス シ ア 牝3鹿 52
49 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 412－ 21：10．2クビ 30．1�

46 シシャモオージ 牡3黒鹿54 藤岡 康太大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 464＋ 4 〃 クビ 17．8�
34 グレイングロース 牡4鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム B516＋ 21：10．41� 3．3�
814 サクセスフィリア 牝3鹿 52 江田 照男髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 440＋ 41：10．5	 78．8	
815 ヒルノクオリア 牡4鹿 57 四位 洋文
ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 466± 01：10．6
 3．5�
611 ミライヘノカゼ 牡5鹿 57 西村 太一三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B476－ 2 〃 ハナ 134．4�
713� ハナズルナピエナ 牝5鹿 55

52 ▲小崎 綾也M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 428－ 2 〃 ハナ 34．3
23 タオルチャン 牝4栗 55 黛 弘人加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 428± 0 〃 アタマ 74．3�
712 ダイワラスター 牝3黒鹿52 武 豊大城 敬三氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 418＋ 61：10．7クビ 14．5�
22 マイネモントル 牝4青鹿55 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 444＋ 5 〃 アタマ 105．3�
11 ユキノラムセス 牡7栗 57 木幡 初広井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 480－ 21：10．91� 14．4�
59 スイートドーナッツ 牡4黒鹿57 松田 大作岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 B458± 01：11．0クビ 53．5�
47 カゼニタツライオン 牡4栗 57 池添 謙一小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 522＋101：12．06 23．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，173，000円 複勝： 28，638，600円 枠連： 10，447，300円
馬連： 43，094，200円 馬単： 24，810，400円 ワイド： 20，403，600円
3連複： 56，070，600円 3連単： 90，853，100円 計： 297，490，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 1，000円 � 420円 枠 連（3－6） 810円

馬 連 �� 7，820円 馬 単 �� 10，040円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 1，710円 �� 8，770円

3 連 複 ��� 52，110円 3 連 単 ��� 224，040円

票 数

単勝票数 計 231730 的中 � 53287（2番人気）
複勝票数 計 286386 的中 � 55388（1番人気）� 6027（10番人気）� 16257（7番人気）
枠連票数 計 104473 的中 （3－6） 9979（3番人気）
馬連票数 計 430942 的中 �� 4266（28番人気）
馬単票数 計 248104 的中 �� 1852（38番人気）
ワイド票数 計 204036 的中 �� 1663（36番人気）�� 3129（18番人気）�� 590（68番人気）
3連複票数 計 560706 的中 ��� 807（144番人気）
3連単票数 計 908531 的中 ��� 294（645番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．8―12．0―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．4―46．4―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネロディアマンテ �
�
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 2012．7．14 新潟2着

2010．3．10生 牝4青 母 アドマイヤマダム 母母 ファームキャット 17戦2勝 賞金 33，495，000円
〔騎手変更〕 リュウツバメ号の騎手勝浦正樹は，第7競走での落馬負傷のため長岡禎仁に変更。
〔制裁〕 ミライヘノカゼ号の騎手西村太一は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・7番・1番）
※ユキノラムセス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17045 6月22日 晴 良 （26函館1）第4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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

89 アテンファースト 牡4栗 57 池添 謙一玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 486＋ 61：44．9 1．2�
78 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494± 01：45．75 11．7�
44 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 四位 洋文日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：46．44 7．2�
11 モンシュシュ 牝4鹿 55 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 502＋ 21：46．5� 11．3�
33 ジョーヌドール 牡4栗 57 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 466＋161：46．6� 24．8�
810 キセキノチャンス 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 480－101：46．92 59．9	
77 	 マ レ ン カ ヤ 牝6鹿 55 丸田 恭介加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 458＋ 41：47．0� 151．0

66 クラシックマーク 牝3栗 52

49 ▲小崎 綾也小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 430－ 21：47．63� 39．4�
22 	 スリーロビンソン 牡6青 57 花田 大昂永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 452－ 61：48．02� 123．3�
55 コパノハリー 牡3栗 54

51 ▲長岡 禎仁小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 436＋ 21：48．31� 27．7
（10頭）

売 得 金
単勝： 21，297，300円 複勝： 87，731，200円 枠連： 9，407，200円
馬連： 38，524，500円 馬単： 36，272，000円 ワイド： 21，441，900円
3連複： 48，462，300円 3連単： 148，371，600円 計： 411，508，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 130円 � 130円 枠 連（7－8） 540円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 200円 �� 160円 �� 480円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，620円

票 数

単勝票数 計 212973 的中 � 137378（1番人気）
複勝票数 計 877312 的中 � 727202（1番人気）� 35351（3番人気）� 39630（2番人気）
枠連票数 計 94072 的中 （7－8） 13463（3番人気）
馬連票数 計 385245 的中 �� 59886（3番人気）
馬単票数 計 362720 的中 �� 48473（2番人気）
ワイド票数 計 214419 的中 �� 27262（3番人気）�� 42345（1番人気）�� 8694（6番人気）
3連複票数 計 484623 的中 ��� 60490（1番人気）
3連単票数 計1483716 的中 ��� 66014（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．1―42．6―55．4―1：08．0―1：20．3―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アテンファースト �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．2．3 京都8着

2010．5．25生 牡4栗 母 ニューフェアリー 母母 ダーリングレディ 16戦3勝 賞金 40，283，000円

17046 6月22日 晴 良 （26函館1）第4日 第10競走 ��
��1，800�

お く し り

奥 尻 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：46．0
1：43．9

良
良

66 トレクァルティスタ 牡3黒鹿54 四位 洋文 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476－ 21：49．8 2．2�
55 モエレフルール 牝5黒鹿55 藤田 伸二中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 488－ 21：50．12 5．8�
89 オメガユニコーン 牡4黒鹿57 三浦 皇成原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 クビ 10．1�
78 マイネルアルティマ 牡5芦 57 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 478－ 2 〃 ハナ 15．8�
11 	 アービバラスボーイ 牡4黒鹿57 柴田 善臣古川 智洋氏 佐藤 吉勝 日高 賀張三浦牧場 B458＋ 6 〃 ハナ 99．6	
77 カッパドキア 牡4黒鹿57 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 476± 01：50．2クビ 6．6

44 マイネルナタリス 牡7黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 470＋14 〃 ハナ 66．6�
33 シベリアンタイガー 牡3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 474± 01：50．41
 9．3�
22 キリシマトリオ 牡5黒鹿57 丸田 恭介西村新一郎氏 和田 雄二 新冠 赤石 久夫 494－191：50．5クビ 21．0
810 ラストタキオン 牡4栗 57 吉田 隼人山住 勲氏 矢作 芳人 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 458－ 21：50．6� 6．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，891，100円 複勝： 30，473，200円 枠連： 12，199，300円
馬連： 50，861，400円 馬単： 34，835，900円 ワイド： 22，677，800円
3連複： 61，200，200円 3連単： 131，978，200円 計： 369，117，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 190円 � 200円 枠 連（5－6） 730円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 310円 �� 360円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 6，390円

票 数

単勝票数 計 248911 的中 � 86943（1番人気）
複勝票数 計 304732 的中 � 89649（1番人気）� 34320（4番人気）� 31555（5番人気）
枠連票数 計 121993 的中 （5－6） 12849（3番人気）
馬連票数 計 508614 的中 �� 52919（1番人気）
馬単票数 計 348359 的中 �� 21757（2番人気）
ワイド票数 計 226778 的中 �� 19882（2番人気）�� 16544（4番人気）�� 5862（15番人気）
3連複票数 計 612002 的中 ��� 25464（6番人気）
3連単票数 計1319782 的中 ��� 14974（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―36．6―49．4―1：02．2―1：14．7―1：26．7―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．1
1
3
2（1，5）8（4，10）6（9，7）－3
2，5（1，8，10）（4，6）（9，7）3

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

勝馬の
紹 介

トレクァルティスタ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．6 東京1着

2011．2．6生 牡3黒鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 6戦2勝 賞金 22，380，000円



17047 6月22日 晴 良 （26函館1）第4日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第21回函館スプリントステークス（ＧⅢ）

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，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

33 ガ ル ボ 牡7青 58 津村 明秀石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 470－ 21：08．5 35．9�
610 ローブティサージュ 牝4青 54 三浦 皇成有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 クビ 21．0�
69 ク リ ス マ ス 牝3黒鹿50 丸田 恭介 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 426＋ 2 〃 アタマ 12．1�
712 セイコーライコウ 牡7鹿 56 柴田 善臣竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 496± 01：08．7	 13．4�
46 フォーエバーマーク 牝6鹿 55 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 514－ 21：08．8
 6．5�
58 アースソニック 牡5鹿 56 田中 博康前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 484－ 4 〃 クビ 40．9	
57 メモリアルイヤー 牝6栗 54 古川 吉洋西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 482－ 21：08．9
 242．7

813 ヤマニンプチガトー 牝5栗 54 藤田 伸二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 490＋121：09．0クビ 109．1�
45 スマートオリオン 牡4栗 56 武 豊大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 498＋ 6 〃 クビ 6．7�
11 ハ ノ ハ ノ 牡6鹿 56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 470± 01：09．1クビ 31．8
22 ストレイトガール 牝5鹿 56 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 456± 0 〃 クビ 1．6�
711 レオンビスティー 牡5鹿 56 吉田 隼人備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 492－ 61：09．2
 71．0�
814 クリーンエコロジー 牡6芦 56 秋山真一郎石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 508± 01：09．62
 129．9�
34 ツインクルスター 牝5栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 496－ 21：09．81 62．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 138，848，300円 複勝： 327，436，300円 枠連： 87，617，500円
馬連： 432，749，600円 馬単： 273，580，300円 ワイド： 192，021，300円
3連複： 687，873，300円 3連単： 1，637，475，900円 計： 3，777，602，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，590円 複 勝 � 1，440円 � 860円 � 760円 枠 連（3－6） 8，310円

馬 連 �� 27，340円 馬 単 �� 63，720円

ワ イ ド �� 5，100円 �� 4，890円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 89，720円 3 連 単 ��� 872，270円

票 数

単勝票数 計1388483 的中 � 30940（8番人気）
複勝票数 計3274363 的中 � 58403（9番人気）� 101829（6番人気）� 117175（5番人気）
枠連票数 計 876175 的中 （3－6） 8168（17番人気）
馬連票数 計4327496 的中 �� 12263（42番人気）
馬単票数 計2735803 的中 �� 3220（82番人気）
ワイド票数 計1920213 的中 �� 9671（40番人気）�� 10096（36番人気）�� 18663（24番人気）
3連複票数 計6878733 的中 ��� 5750（139番人気）
3連単票数 計16374759 的中 ��� 1361（865番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．1―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．8―45．2―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．7
3 ・（6，7）11（5，14）（2，8）1（3，4，12）（9，10）13 4 ・（6，7）（5，2，11）（1，3，14，8）（9，4，12）（10，13）

勝馬の
紹 介

ガ ル ボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2009．7．26 札幌9着

2007．5．5生 牡7青 母 ヤマトダマシイ 母母 ハ ハ ゴ ゼ ン 40戦5勝 賞金 344，321，000円

17048 6月22日 晴 良 （26函館1）第4日 第12競走 ��
��1，700�

つ が る か い き ょ う

津 軽 海 峡 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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 735，000
735，000

円
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

1：42．0
1：41．7

重
不良

57 オールブラックス 牡5鹿 57 藤岡 康太近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 482－ 81：44．7 3．2�
11 スノーモンキー 牡4鹿 57 丸山 元気石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448± 01：44．8� 5．0�
44 メイショウオオカゼ 牡4黒鹿57 武 豊松本 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 510－ 41：45．22� 4．8�
812	 アースコネクター 牡3栗 54 丸田 恭介 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

492＋ 8 〃 クビ 9．2�
45 ソルモンターレ 牡8鹿 57 荻野 琢真�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 476＋101：45．3クビ 15．3	
56 アーサーバローズ 牡5栗 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 468－12 〃 同着 12．9

33 オーシャンパワー 牡6鹿 57 松田 大作松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 456＋ 21：45．51� 55．9�
711 コスモシャンハイ 牡5鹿 57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 B488－141：45．6クビ 63．0�
68 ダイリュウキセキ 牝3黒鹿52 小林 徹弥大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 446＋10 〃 クビ 7．0
69 ヴァルディヴィア 牡6鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 41：45．92 127．7�
22 
 トーセンブリッツ 牡6青 57 吉田 隼人島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B474＋ 61：46．0� 65．4�
710
 キクノグラード 牡5栗 57 秋山真一郎菊池 五郎氏 中内田充正 浦河 惣田 英幸 480－101：46．53 22．5�
813 ノ ボ リ フ ジ 牡3鹿 54 池添 謙一原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 498± 01：46．81� 22．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，532，600円 複勝： 60，519，600円 枠連： 23，391，000円
馬連： 92，274，700円 馬単： 49，918，000円 ワイド： 43，028，800円
3連複： 122，327，900円 3連単： 227，017，700円 計： 661，010，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 160円 � 180円 枠 連（1－5） 750円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 350円 �� 440円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 5，860円

票 数

単勝票数 計 425326 的中 � 105664（1番人気）
複勝票数 計 605196 的中 � 131696（1番人気）� 94309（2番人気）� 78077（3番人気）
枠連票数 計 233910 的中 （1－5） 24119（2番人気）
馬連票数 計 922747 的中 �� 78472（1番人気）
馬単票数 計 499180 的中 �� 19642（2番人気）
ワイド票数 計 430288 的中 �� 32148（1番人気）�� 24542（2番人気）�� 23874（3番人気）
3連複票数 計1223279 的中 ��� 64201（1番人気）
3連単票数 計2270177 的中 ��� 28079（1番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．6―12．8―12．8―11．9―12．5―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．5―42．3―55．1―1：07．0―1：19．5―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オールブラックス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2011．11．12 京都5着

2009．5．15生 牡5鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ 17戦4勝 賞金 60，834，000円

３レース目



（26函館1）第4日 6月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 155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

217，610，000円
6，080，000円
1，520，000円
19，750，000円
55，404，500円
4，268，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
372，272，500円
717，810，800円
200，901，600円
878，561，700円
560，991，200円
417，268，300円
1，266，904，800円
2，719，480，800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 7，134，191，700円

総入場人員 10，917名 （有料入場人員 ）
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