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17061 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走9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
57．7
57．1

重
稍重

811 コスモピンチョス 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 長浜 秀昭 482－ 4 59．1 8．8�
55 カガフレグランス 牝3鹿 54 秋山真一郎香川 憲次氏 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 462＋ 6 59．73� 5．2�
11 ラ ダ ム ド ー 牝3栗 54 菱田 裕二栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 B438＋ 21：00．02 6．8�
44 タイセイデザイア 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか 前川 正美 496－ 21：00．31� 96．7�
812 ウールーシュヴァル 牡3鹿 56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 434＋ 2 〃 ハナ 19．4�
56 フクノグングニル 牡3鹿 56 松岡 正海福島 祐子氏 小島 茂之 青森 長谷地 義正 522± 01：00．61� 3．4	
22 ヤマニンキュルミネ 牡3芦 56

53 ▲小崎 綾也土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 462± 0 〃 ハナ 5．0

68 アドマイヤラブ 牝3鹿 54 松田 大作近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456－ 21：01．02� 37．7�
79 トラストエルフ 牝3栗 54 黛 弘人菅波 雅巳氏 尾関 知人 新冠 松浦牧場 446± 01：01．1� 33．7�
33 ホウショウマージ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁芳賀 吉孝氏 上原 博之 日高 新井 昭二 B398＋121：02．27 115．2
710 サンバレッスン 牝3栗 54 水口 優也�下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 482－101：02．51� 17．7�
67 シゲルカワチ 牝3栗 54 藤田 伸二森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 乾 皆雄 464＋ 61：03．24 7．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，385，600円 複勝： 24，566，900円 枠連： 8，730，100円
馬連： 30，043，900円 馬単： 19，901，600円 ワイド： 16，127，700円
3連複： 44，452，100円 3連単： 67，339，100円 計： 224，547，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 200円 � 180円 � 200円 枠 連（5－8） 610円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，250円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 47，810円

票 数

単勝票数 計 133856 的中 � 12070（6番人気）
複勝票数 計 245669 的中 � 31746（4番人気）� 37697（3番人気）� 31012（5番人気）
枠連票数 計 87301 的中 （5－8） 11030（3番人気）
馬連票数 計 300439 的中 �� 8198（13番人気）
馬単票数 計 199016 的中 �� 2105（30番人気）
ワイド票数 計 161277 的中 �� 4834（13番人気）�� 3149（19番人気）�� 9335（4番人気）
3連複票数 計 444521 的中 ��� 6849（18番人気）
3連単票数 計 673391 的中 ��� 1021（174番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―34．8―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモピンチョス �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．9．7 中山2着

2011．3．31生 牡3栗 母 ワンモアアリュール 母母 ボニーロツホ 7戦1勝 賞金 9，660，000円
〔制裁〕 フクノグングニル号の調教師小島茂之は，登録服色について注意義務を怠り戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカワチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月29日まで平地競

走に出走できない。

17062 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10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
1：42．0
1：41．7

重
不良

57 シーサイドバウンド 牡3芦 56 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：48．2 3．1�
11 レオウィッシュ 牡3栗 56 横山 和生�レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 B478＋ 41：48．73 40．7�
812 シ ッ プ ウ �3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �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 474＋ 41：48．91� 15．9�

33 カフジスター 牡3青鹿56 古川 吉洋加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 466＋ 21：49．0� 19．5�
44 ホッコーゴウケン 牡3栗 56 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 新冠 平山牧場 B462＋ 2 〃 アタマ 3．2	
813 リ キ マ ル 牡3鹿 56 柴山 雄一北所 直人氏 高橋 義博 日高 高柳 隆男 490± 01：49．1� 5．9

69 エンジェルラダー 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 482－ 21：49．3� 12．5�
711 パラディドル 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 442＋ 81：49．93� 37．4�
710 ナ ム ラ リ ズ 牝3鹿 54 西村 太一奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 444＋ 21：50．96 232．3
68 バイザスターン 牡3鹿 56 三浦 皇成 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472± 01：51．0クビ 9．7�
22 デルマジャイアン 牡3鹿 56 村田 一誠浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 506－ 6 〃 ハナ 196．6�
56 ナムラアンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲小崎 綾也奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 526－ 21：51．63� 11．0�
45 ディアキンカク 牡3栗 56 黛 弘人ディアレスト 矢野 英一 浦河 小島牧場 B502＋ 41：55．4大差 126．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，058，700円 複勝： 22，738，800円 枠連： 6，938，300円
馬連： 24，779，500円 馬単： 17，935，000円 ワイド： 13，975，800円
3連複： 36，178，700円 3連単： 58，114，200円 計： 194，719，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 700円 � 390円 枠 連（1－5） 3，870円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 890円 �� 5，520円

3 連 複 ��� 15，750円 3 連 単 ��� 77，870円

票 数

単勝票数 計 140587 的中 � 35718（1番人気）
複勝票数 計 227388 的中 � 64723（1番人気）� 6106（10番人気）� 12309（7番人気）
枠連票数 計 69383 的中 （1－5） 1386（13番人気）
馬連票数 計 247795 的中 �� 4848（16番人気）
馬単票数 計 179350 的中 �� 2450（23番人気）
ワイド票数 計 139758 的中 �� 3483（12番人気）�� 4175（10番人気）�� 623（43番人気）
3連複票数 計 361787 的中 ��� 1722（51番人気）
3連単票数 計 581142 的中 ��� 541（252番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．9―12．6―12．8―12．9―13．2―13．3―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―42．5―55．3―1：08．2―1：21．4―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．0
1
3
・（5，6）（8，9，12）－10，13（3，4）（1，11）7，2・（6，12）9（5，8，13）7（10，4，1）3，2，11

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

勝馬の
紹 介

シーサイドバウンド �
�
父 Big Brown �

�
母父 Tapit デビュー 2013．8．4 新潟2着

2011．4．18生 牡3芦 母 スターダムバウンド 母母 My White Corvette 9戦1勝 賞金 13，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアキンカク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月29日まで平地競

走に出走できない。
※ナムラリズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 函館競馬 第６日



17063 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

510� エアルーヴル 牝3栗 54 四位 洋文 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-
ter Farm 430＋ 21：10．6 68．3�

23 � ガラッシアファータ 牝3黒鹿54 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 米 Diamond A
Racing Corp. 490＋10 〃 ハナ 5．3�

35 マコトシニョーラ 牝3鹿 54 津村 明秀�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 402＋ 61：10．81� 3．7�
12 カメレオンアミ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�和田牧場 和田 正道 新冠 武田 修一 448＋12 〃 クビ 14．8�
47 � シャンテクレール 牝3鹿 54 吉田 隼人�ノースヒルズ 小笠 倫弘 英 Jean－Pierr

e Deroubaix 418＋ 21：10．9クビ 23．0	
713 クライフォージョイ 牝3黒鹿54 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新冠 山岡牧場 508＋ 21：11．0	 8．4

24 � ハゴロモジャスミン 牝3鹿 52 横山 和生吉田 和美氏 菊沢 隆徳 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

420 ― 〃 ハナ 16．9�
815 セクシイガール 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 454－ 2 〃 クビ 4．5�
816 ミスティックヨハネ 牡3栗 56 丸山 元気平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 442＋ 21：11．31
 16．8
612 ファストアズソング 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也 �グリーンファーム藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 428＋ 8 〃 クビ 18．6�

11 セトノヴィラーゴ 牝3栗 54 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 490－ 21：11．4クビ 36．9�
59 リネンプルーフ �3栗 56

53 ▲井上 敏樹戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 482＋ 8 〃 クビ 83．1�
714 ファーストフォリオ 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 458－121：11．5クビ 72．2�
48 � サウンドシャカラカ 牡3栗 56 藤岡 康太増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Edition Farm B468± 01：11．71� 9．7�
36 スカラブルー 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー B412＋121：11．91	 197．0�

611 エヌワイゴールド 牡3栗 56 黛 弘人サンアンドコム 和田 正道 新ひだか 酒井 亨 450－ 21：13．510 297．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，748，600円 複勝： 24，753，400円 枠連： 9，500，900円
馬連： 29，490，000円 馬単： 18，774，100円 ワイド： 15，429，500円
3連複： 40，302，600円 3連単： 58，882，200円 計： 213，881，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，830円 複 勝 � 1，310円 � 180円 � 160円 枠 連（2－5） 6，820円

馬 連 �� 16，800円 馬 単 �� 45，130円

ワ イ ド �� 5，100円 �� 4，250円 �� 630円

3 連 複 ��� 25，310円 3 連 単 ��� 175，670円

票 数

単勝票数 計 167486 的中 � 1959（12番人気）
複勝票数 計 247534 的中 � 3351（12番人気）� 40251（3番人気）� 49232（1番人気）
枠連票数 計 95009 的中 （2－5） 1079（23番人気）
馬連票数 計 294900 的中 �� 1360（46番人気）
馬単票数 計 187741 的中 �� 312（113番人気）
ワイド票数 計 154295 的中 �� 750（53番人気）�� 903（46番人気）�� 6731（4番人気）
3連複票数 計 403026 的中 ��� 1194（92番人気）
3連単票数 計 588822 的中 ��� 243（560番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―11．9―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．1―46．0―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．5
3 ・（13，16）（3，6）（2，10）（1，5，11，15）（7，8）（4，12）14，9 4 ・（13，16）（3，6）（2，10）（1，5，15）（7，8，11）（4，12）14，9

勝馬の
紹 介

�エアルーヴル �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2014．3．8 阪神7着

2011．3．15生 牝3栗 母 Chez La Femme 母母 She’s Ecstatic 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 ガラッシアファータ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10，000円。（被害馬：16

番）
※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 エントラール号

17064 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時10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
1：46．0
1：43．9

良
良

11 ソードラック 牡3鹿 56 柴山 雄一佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 450＋ 81：49．2 3．9�
33 マルーンドロップ 牝3栗 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 4 〃 クビ 6．2�
89 ウエスタンメグ 牝3黒鹿54 藤岡 康太西川 賢氏 藤岡 健一 新ひだか ウエスタンファーム 404 ―1：49．73 41．1�
55 ラ ス テ ラ 牝3鹿 54 菱田 裕二岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 464－ 41：49．91� 12．9�
78 メイショウダンロ 牡3黒鹿 56

53 ▲小崎 綾也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436＋ 21：50．43 5．8�
22 シップウハヤト 牡3鹿 56 秋山真一郎平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452± 01：50．61� 109．1	
66 ジャストヴィークル 牡3鹿 56 吉田 隼人大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 512＋101：50．81� 3．4

77 コスモソラフネ 牡3芦 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 454＋ 21：51．01� 12．2�
44 ビューロクラート 牡3鹿 56 四位 洋文有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468＋121：51．1クビ 5．9
810 アドマイヤソウ 牝3青鹿54 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462－ 41：53．8大差 49．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，576，100円 複勝： 26，006，700円 枠連： 6，695，300円
馬連： 27，769，100円 馬単： 20，032，000円 ワイド： 15，588，500円
3連複： 36，189，200円 3連単： 71，624，600円 計： 222，481，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 180円 � 830円 枠 連（1－3） 990円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，250円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 34，680円

票 数

単勝票数 計 185761 的中 � 37186（2番人気）
複勝票数 計 260067 的中 � 55550（1番人気）� 40041（3番人気）� 5578（8番人気）
枠連票数 計 66953 的中 （1－3） 5219（3番人気）
馬連票数 計 277691 的中 �� 23413（2番人気）
馬単票数 計 200320 的中 �� 9426（3番人気）
ワイド票数 計 155885 的中 �� 12822（2番人気）�� 1665（22番人気）�� 1065（28番人気）
3連複票数 計 361892 的中 ��� 2551（34番人気）
3連単票数 計 716246 的中 ��� 1497（146番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．8―12．3―12．0―12．1―12．0―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．9―48．2―1：00．2―1：12．3―1：24．3―1：36．6

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

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

勝馬の
紹 介

ソードラック �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．2．1 東京6着

2011．3．5生 牡3鹿 母 クロスバラード 母母 エンドレスメロディ 6戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤソウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月29日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ソルシエシチー号（疾病〔左肩跛行〕のため）



17065 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時00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

810 キッズライトオン 牡2栗 54 菱田 裕二瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 414 ―1：10．6 4．3�

89 オープンザウェイ 牡2栗 54 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 448 ―1：10．81� 9．3�
78 ネ ミ ッ サ 牝2青鹿54 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 412 ―1：11．11� 6．4�
22 コスモデレガンス 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 412 ―1：11．63 34．2	
11 ジョーハリス 牡2鹿 54 三浦 皇成上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 442 ― 〃 アタマ 9．5

44 ミトノゴールド 牡2栗 54 秋山真一郎ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 486 ― 〃 アタマ 46．2�
33 トーセンアプローズ 牡2鹿 54 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 482 ―1：11．81	 16．4�
77 ホーリーランド 牡2鹿 54 松田 大作市川 義美氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 514 ―1：12．33 3．5
66 ブレイクダンサー 牝2鹿 54 村田 一誠安原 浩司氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 アタマ 15．9�
55 ライドオンウインド 牡2栗 54 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 480 ― 〃 アタマ 5．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 16，474，200円 複勝： 24，787，400円 枠連： 7，752，300円
馬連： 29，606，200円 馬単： 20，315，500円 ワイド： 14，686，700円
3連複： 36，806，100円 3連単： 67，238，000円 計： 217，666，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 210円 � 200円 枠 連（8－8） 1，620円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 730円 �� 590円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 19，880円

票 数

単勝票数 計 164742 的中 � 30195（2番人気）
複勝票数 計 247874 的中 � 45543（2番人気）� 27910（5番人気）� 30175（4番人気）
枠連票数 計 77523 的中 （8－8） 3686（7番人気）
馬連票数 計 296062 的中 �� 11474（7番人気）
馬単票数 計 203155 的中 �� 4666（12番人気）
ワイド票数 計 146867 的中 �� 5194（8番人気）�� 6532（5番人気）�� 3158（18番人気）
3連複票数 計 368061 的中 ��� 6483（14番人気）
3連単票数 計 672380 的中 ��� 2451（59番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．3―47．1―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 8，10（2，4，9，5）7（1，3）＝6 4 ・（8，10）（2，9，5）（1，4，7）3－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キッズライトオン �
�
父 スニッツェル �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2012．1．24生 牡2栗 母 オンシジューム 母母 ウインフィオーレ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 キッズライトオン号の騎手菱田裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

17066 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走12時30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

710 リアライズクレア 牝5栗 55 菱田 裕二工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 540＋ 2 59．2 29．1�

11 パワフルラリマー 牝5栗 55 三浦 皇成友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 482－ 8 〃 ハナ 13．0�
33 キャプテンサクラ 牝5栗 55 荻野 琢真武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 478－ 2 59．3� 7．0�
812 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 470－ 2 59．4� 3．9�
22 � 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 474＋ 8 59．82� 8．4�
68 ヒミノオオタカ 牡4鹿 57 中谷 雄太佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 486± 01：00．01� 15．4	
44 � キシュウレパード 牝4黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 450＋ 81：00．1クビ 131．5

56 スマートエビデンス 牡3鹿 54

51 ▲小崎 綾也大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 498＋ 6 〃 ハナ 3．1�
55 エターナルスター 牝4栗 55 津村 明秀下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 496＋ 61：00．2� 6．9
811 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 B512－ 41：00．62� 13．2�
67 ツクバインドラ 牡4鹿 57 黛 弘人吉橋 計氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 6 〃 クビ 77．7�
79 リバークリーク 牡6栗 57 菅原 隆一河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム 514＋ 61：03．3大差 222．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，621，600円 複勝： 26，551，600円 枠連： 8，443，100円
馬連： 31，716，800円 馬単： 20，276，400円 ワイド： 16，551，400円
3連複： 40，737，000円 3連単： 69，841，700円 計： 231，739，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，910円 複 勝 � 900円 � 280円 � 260円 枠 連（1－7） 12，250円

馬 連 �� 14，830円 馬 単 �� 36，290円

ワ イ ド �� 3，520円 �� 2，960円 �� 920円

3 連 複 ��� 28，100円 3 連 単 ��� 259，660円

票 数

単勝票数 計 176216 的中 � 4835（9番人気）
複勝票数 計 265516 的中 � 6517（9番人気）� 26700（6番人気）� 29633（4番人気）
枠連票数 計 84431 的中 （1－7） 534（25番人気）
馬連票数 計 317168 的中 �� 1657（38番人気）
馬単票数 計 202764 的中 �� 419（81番人気）
ワイド票数 計 165514 的中 �� 1183（35番人気）�� 1414（32番人気）�� 4819（10番人気）
3連複票数 計 407370 的中 ��� 1087（85番人気）
3連単票数 計 698417 的中 ��� 195（598番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．6―46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．2
3 3（2，6）（5，8）（1，11）10，4－12－7＝9 4 3，2，6，1（5，8）10，11（4，12）＝7＝9

勝馬の
紹 介

リアライズクレア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．2．25 中山5着

2009．4．10生 牝5栗 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル 15戦2勝 賞金 25，420，000円
〔制裁〕 ヒミノオオタカ号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リバークリーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月29日まで平地競

走に出走できない。
※リアライズクレア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17067 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分（番組第9競走を順序変更） （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ディープストーリー 牝4青 55 吉田 隼人有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444± 02：01．0 8．0�
88 テーオーヴィーナス 牝5鹿 55 四位 洋文小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 424± 0 〃 アタマ 43．0�
11 ナイトブルーミング 牝4芦 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 448± 0 〃 ハナ 6．2�
22 スワンソング 牝4鹿 55

52 ▲小崎 綾也 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B454＋ 82：01．21� 18．1�

77 シャドウカラーズ 牝3鹿 52 村田 一誠飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 クビ 22．1�
55 ディオジェーヌ 牝4鹿 55 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438± 02：01．51� 1．9	
33 シ ナ ー ラ 牝4鹿 55 三浦 皇成 
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± 02：01．71 29．6�
66 イルミナティ 牝4鹿 55 黛 弘人ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 476－ 82：03．08 3．7�
89 アウレオーラ 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B508＋ 42：05．3大差 38．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 18，279，000円 複勝： 25，981，100円 枠連： 6，345，300円
馬連： 27，831，300円 馬単： 20，704，900円 ワイド： 14，641，200円
3連複： 39，703，600円 3連単： 84，250，700円 計： 237，737，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 930円 � 220円 枠 連（4－8） 5，060円

馬 連 �� 8，490円 馬 単 �� 14，590円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 680円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 16，490円 3 連 単 ��� 94，990円

票 数

単勝票数 計 182790 的中 � 18277（4番人気）
複勝票数 計 259811 的中 � 31694（4番人気）� 5845（8番人気）� 33903（3番人気）
枠連票数 計 63453 的中 （4－8） 970（15番人気）
馬連票数 計 278313 的中 �� 2538（21番人気）
馬単票数 計 207049 的中 �� 1064（40番人気）
ワイド票数 計 146412 的中 �� 1636（22番人気）�� 5801（6番人気）�� 1732（21番人気）
3連複票数 計 397036 的中 ��� 1805（40番人気）
3連単票数 計 842507 的中 ��� 643（215番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―12．1―12．5―12．5―12．0―12．4―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．7―34．1―46．2―58．7―1：11．2―1：23．2―1：35．6―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディープストーリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Editor’s Note デビュー 2013．1．20 中京1着

2010．3．27生 牝4青 母 リードストーリー 母母 Gwenjinsky 8戦2勝 賞金 13，970，000円

17068 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分（番組第7競走を順序変更） （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

59 アポロアリーナ 牝5黒鹿55 丸山 元気アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 B486＋ 41：09．4 32．7�
712 ツクバジャパン 牡3芦 54 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 530＋ 2 〃 ハナ 5．1�
58 � エーデルシュタイン 牝5黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 494＋ 81：09．61� 36．3�
815 アグネスハビット 牡5黒鹿57 三浦 皇成渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 468± 01：09．81� 2．7�
46 シャインシュラーク 牡3栗 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド 464＋10 〃 アタマ 63．6�
23 グ ラ ン ツ 牡3黒鹿54 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 61：09．9クビ 12．2�
610 サクセスフィリア 牝3鹿 52 津村 明秀髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 438－ 2 〃 ハナ 26．5	
47 トーホウジュリア 牝5鹿 55 吉田 隼人東豊物産
 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 438－10 〃 クビ 111．7�
611 ダイワダルタニアン 牡3芦 54 菱田 裕二大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462＋ 21：10．43 26．9�
34 クールジョジョ 牝3黒鹿52 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 432± 01：10．82� 16．7
814� ナゲットハント 牝4青鹿 55

52 ▲長岡 禎仁�下河辺牧場 高橋 義博 日高 下河辺牧場 428＋181：10．9	 252．9�
35 タガノレベッカ 牝3栗 52 秋山真一郎八木 良司氏 吉村 圭司 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－ 2 〃 アタマ 3．7�
713 マイネパシオーネ 牝3栗 52 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 440± 01：11．0クビ 13．5�
11 レ フ ア 牝4鹿 55 横山 和生桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 B452－ 2 〃 アタマ 69．1�
22 カゼニタツライオン 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 528＋ 61：12．06 23．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，170，800円 複勝： 27，508，100円 枠連： 12，777，600円
馬連： 34，118，800円 馬単： 22，609，600円 ワイド： 18，888，900円
3連複： 48，099，600円 3連単： 80，433，700円 計： 264，607，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，270円 複 勝 � 680円 � 210円 � 730円 枠 連（5－7） 2，790円

馬 連 �� 7，860円 馬 単 �� 18，770円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 7，120円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 64，530円 3 連 単 ��� 371，420円

票 数

単勝票数 計 201708 的中 � 4931（10番人気）
複勝票数 計 275081 的中 � 9466（9番人気）� 41829（2番人気）� 8710（10番人気）
枠連票数 計 127776 的中 （5－7） 3549（11番人気）
馬連票数 計 341188 的中 �� 3361（28番人気）
馬単票数 計 226096 的中 �� 903（59番人気）
ワイド票数 計 188889 的中 �� 1888（29番人気）�� 675（61番人気）�� 2170（26番人気）
3連複票数 計 480996 的中 ��� 559（165番人気）
3連単票数 計 804337 的中 ��� 157（875番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―11．7―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．3―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 ・（2，12）（4，5，13）9（10，15）3（1，8）11（6，7）－14 4 12，2（4，5，13）9，10，15（3，8）（1，6）7，11－14

勝馬の
紹 介

アポロアリーナ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ウォーニング デビュー 2011．9．24 中山1着

2009．3．22生 牝5黒鹿 母 ベ ル ビ オ ラ 母母 フリーウィル 14戦2勝 賞金 15，970，000円
〔制裁〕 ツクバジャパン号の騎手古川吉洋は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



17069 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第9競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走14時05分（番組第8競走を順序変更） （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

710 マイネルハルカゼ 牡4鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 478－ 41：47．0 1．8�

57 ハヤブサペコチャン 牝4栗 55 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456± 0 〃 ハナ 9．3�
812 ディーエスコマンド 牡4鹿 57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 472－ 81：47．21 4．5�
44 デオヴォレンテ 牡5鹿 57 秋山真一郎 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 494± 01：47．3� 18．8�
56 タ プ ロ ー ム 牝4鹿 55 柴山 雄一清水 敏氏 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 500－ 21：47．4	 41．4�
33 キネオグランデ 牡3栗 54 三浦 皇成吉田 千津氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 498＋ 4 〃 クビ 24．1	
11 
 フェリーチェレガロ 牝4黒鹿55 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 アタマ 8．2

69 
 タンスチョキン 牝4鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 472－ 21：47．6� 35．2�
22 � ヒシラストガイ 牡4栗 57

54 ▲小崎 綾也阿部 雅英氏 久保田貴士 米 Masa-
ichiro Abe 464－ 81：47．7� 56．9�

711 オイダシダイコ 牡3黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 B450－ 21：47．8� 61．0
45 
 サンマルヴィエント 牡6栗 57 丸山 元気相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 484＋ 61：48．11� 140．3�
813 マ ル マ ロ ス 牡4芦 57 菱田 裕二ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B512＋ 81：48．31� 19．4�
68 �
 ウエスタンパレス 牡4鹿 57 田中 勝春 �ウエスタンファーム 鈴木 康弘 米 Dr. Masa-

take Iida 540＋ 21：49．25 44．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，908，200円 複勝： 48，345，300円 枠連： 13，066，900円
馬連： 51，994，300円 馬単： 33，387，000円 ワイド： 25，075，900円
3連複： 63，537，000円 3連単： 126，036，200円 計： 386，350，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 250円 �� 190円 �� 470円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 3，210円

票 数

単勝票数 計 249082 的中 � 107326（1番人気）
複勝票数 計 483453 的中 � 229579（1番人気）� 44416（3番人気）� 62705（2番人気）
枠連票数 計 130669 的中 （5－7） 19350（2番人気）
馬連票数 計 519943 的中 �� 61234（2番人気）
馬単票数 計 333870 的中 �� 27810（2番人気）
ワイド票数 計 250759 的中 �� 25145（2番人気）�� 38814（1番人気）�� 11517（5番人気）
3連複票数 計 635370 的中 ��� 59280（1番人気）
3連単票数 計1260362 的中 ��� 28445（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．8―43．7―56．5―1：09．2―1：21．8―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルハルカゼ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Pulpit デビュー 2012．7．7 中京5着

2010．4．24生 牡4鹿 母 イヴニングミスト 母母 Next Fall 18戦3勝 賞金 34，651，000円
〔制裁〕 マルマロス号の騎手菱田裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

17070 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第10競走 ��
��1，200�

お し ゃ ま ん べ

長 万 部 特 別
発走14時40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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

810 コナブリュワーズ 牝4黒鹿55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 468－121：10．0 4．9�
33 クリノチョモランマ 牡4青鹿57 村田 一誠栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 516± 01：10．1� 5．9�
66 リターンラルク 牡3鹿 54 藤田 伸二山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B450－ 41：10．2	 5．9�
89 アドマイヤサブリナ 牝4芦 55 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 クビ 4．2�
55 
 サウンドマンデュロ 牡5青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 460－ 41：10．4� 24．2�
11 ラインミーティア 牡4鹿 57 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 466－ 4 〃 クビ 15．4	
22 シ ュ ウ ギ ン 牝4鹿 55 黛 弘人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 442＋ 61：10．5� 21．8

77 ビアンコカンドーレ 牝3芦 52 三浦 皇成吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：10．6クビ 3．4�
44 ケープオブホープ 牝3黒鹿52 中谷 雄太三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 榊原 敏明 424＋ 21：11．02	 81．9�
78 ウエスタンソーレ 牡4芦 57 田中 勝春西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 494± 01：11．21� 56．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，878，400円 複勝： 40，452，500円 枠連： 14，098，800円
馬連： 72，240，800円 馬単： 38，844，600円 ワイド： 23，748，800円
3連複： 75，369，300円 3連単： 150，704，700円 計： 443，337，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 200円 � 180円 枠 連（3－8） 690円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 520円 �� 610円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 14，360円

票 数

単勝票数 計 278784 的中 � 44861（3番人気）
複勝票数 計 404525 的中 � 59607（4番人気）� 49321（5番人気）� 61826（3番人気）
枠連票数 計 140988 的中 （3－8） 15784（2番人気）
馬連票数 計 722408 的中 �� 46586（6番人気）
馬単票数 計 388446 的中 �� 11141（15番人気）
ワイド票数 計 237488 的中 �� 11896（7番人気）�� 9975（9番人気）�� 9886（10番人気）
3連複票数 計 753693 的中 ��� 21418（10番人気）
3連単票数 計1507047 的中 ��� 7607（55番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―46．5―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コナブリュワーズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．16 函館2着

2010．3．22生 牝4黒鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 10戦2勝 賞金 20，329，000円
〔制裁〕 サウンドマンデュロ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1

番）



17071 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第11競走 ��
��1，700�

おおぬま

大沼ステークス
発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

812 ロイヤルクレスト 牡6栃栗56 古川 吉洋�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 520＋ 41：44．0 14．1�
711 タイセイスティング 牡5栗 56 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 514－101：44．42� 16．7�
22 	 イッシンドウタイ 牡5鹿 56 丸山 元気�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 514＋ 41：44．72 35．3�
710 ヒラボクマジック 牡6黒鹿56 藤田 伸二�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 502－ 2 〃 クビ 9．8�
68 ケイアイレオーネ 牡4芦 56 津村 明秀亀田 和弘氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B548－121：44．8クビ 11．6	
57 レーザーバレット 牡6鹿 56 藤岡 康太前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 470－ 2 〃 アタマ 38．2

56 フリートストリート 牡5芦 58 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 91：45．01
 8．7�
33 グランプリブラッド 牡5鹿 56 松田 大作北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：45．1� 5．4�
11 リアライズキボンヌ 牝5鹿 54 松岡 正海工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 458＋ 21：45．2� 27．7
813 ナリタシルクロード 牡7鹿 57 菱田 裕二�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 548＋141：45．52 15．8�
69 クリソライト 牡4鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B500＋ 81：45．6クビ 3．0�
45 フィールドシャイン 牡7栗 56 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 クビ 89．6�
44 	 ヒルノマドリード 牡5黒鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 �川 啓一 516－ 21：46．13 6．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，601，800円 複勝： 73，284，200円 枠連： 33，852，400円
馬連： 175，841，400円 馬単： 84，028，200円 ワイド： 62，462，000円
3連複： 226，216，400円 3連単： 393，310，500円 計： 1，096，596，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 470円 � 660円 � 910円 枠 連（7－8） 1，630円

馬 連 �� 11，670円 馬 単 �� 20，520円

ワ イ ド �� 3，850円 �� 5，910円 �� 7，380円

3 連 複 ��� 122，050円 3 連 単 ��� 604，130円

票 数

単勝票数 計 476018 的中 � 26946（7番人気）
複勝票数 計 732842 的中 � 42751（7番人気）� 29258（9番人気）� 20461（11番人気）
枠連票数 計 338524 的中 （7－8） 16024（7番人気）
馬連票数 計1758414 的中 �� 11674（40番人気）
馬単票数 計 840282 的中 �� 3070（79番人気）
ワイド票数 計 624620 的中 �� 4209（47番人気）�� 2725（60番人気）�� 2177（65番人気）
3連複票数 計2262164 的中 ��� 1390（225番人気）
3連単票数 計3933105 的中 ��� 472（1172番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．3―42．9―55．1―1：07．0―1：19．4―1：31．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．0
1
3
6（11，12）2，4（5，13）（3，7）9，1（10，8）
12（6，11）（2，8）3，7（1，4）（10，13，9）5

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルクレスト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．2．12 東京2着

2008．2．14生 牡6栃栗 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ 21戦6勝 賞金 104，191，000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 マヤノクレド号

17072 6月29日 曇 良 （26函館1）第6日 第12競走 ��
��2，000�

と う や こ

洞 � 湖 特 別
発走16時05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

賞 品
本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

77 � ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 57 三浦 皇成林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 490－ 22：01．8 8．6�
44 リメインサイレント 牝4鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 ハナ 1．9�
11 ライズトゥフェイム 牡4鹿 57 菱田 裕二有限会社シルク加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 42：02．01	 4．4�
66 バロンドゥフォール 牡4鹿 57 吉田 隼人窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 アタマ 6．2�
33 ラスカルトップ 牡5鹿 57 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 440± 0 〃 ハナ 11．1�
810
 ダブルオーセブン 牡6黒鹿57 勝浦 正樹久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 490± 02：02．31� 73．3	
78 エアポートメサ 牡6栗 57 秋山真一郎新木 鈴子氏 高橋 亮 日高 ナカノファーム 452－ 4 〃 ハナ 73．2

22 ヴァリアシオン 牡5鹿 57 古川 吉洋 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 42：02．51	 14．2�
89 ヤマニンファラオ 牡5栗 57 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 492± 02：03．24 22．6�
55 
 ユウターウェーヴ 牡7栗 57 津村 明秀北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 484－ 22：03．4� 122．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，775，600円 複勝： 51，171，200円 枠連： 19，534，900円
馬連： 81，423，700円 馬単： 65，304，600円 ワイド： 36，122，100円
3連複： 99，391，600円 3連単： 258，675，000円 計： 653，398，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 170円 � 110円 � 130円 枠 連（4－7） 810円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 310円 �� 480円 �� 180円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 7，860円

票 数

単勝票数 計 417756 的中 � 38635（4番人気）
複勝票数 計 511712 的中 � 52825（4番人気）� 182097（1番人気）� 89783（2番人気）
枠連票数 計 195349 的中 （4－7） 18552（3番人気）
馬連票数 計 814237 的中 �� 70952（3番人気）
馬単票数 計 653046 的中 �� 17994（10番人気）
ワイド票数 計 361221 的中 �� 28479（3番人気）�� 16191（7番人気）�� 59420（1番人気）
3連複票数 計 993916 的中 ��� 88299（2番人気）
3連単票数 計2586750 的中 ��� 23857（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．3―12．5―12．7―12．7―12．1―12．0―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．3―48．8―1：01．5―1：14．2―1：26．3―1：38．3―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒ ュ ウ マ �
�
父 Any Given Saturday �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．11．18 京都6着

2010．3．14生 牡4鹿 母 Moravia 母母 Gold Canyon 19戦4勝 賞金 70，742，000円

３レース目



（26函館1）第6日 6月29日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 143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

188，690，000円
2，080，000円
5，020，000円
1，180，000円
17，140，000円
51，370，500円
3，718，000円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
277，478，600円
416，147，200円
147，735，900円
616，855，800円
382，113，500円
273，298，500円
786，983，200円
1，486，450，600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 4，387，063，300円

総入場人員 7，282名 （有料入場人員 6，442名）



平成26年度 第1回函館競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 928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

1，074，080，000円
2，080，000円
42，660，000円
8，050，000円
95，740，000円
331，141，000円
24，366，000円
8，908，800円

勝馬投票券売得金
1，642，728，100円
2，858，024，400円
854，697，300円
3，512，389，500円
2，241，202，200円
1，690，920，900円
4，765，533，400円
9，124，721，300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 26，690，217，100円

総入場延人員 37，483名 （有料入場延人員 23，698名）
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