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17001 6月18日 晴 重 （28函館1）第1日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

33 ハヤブサプリプリ 牝3鹿 54 武 豊武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450± 01：45．2 6．0�
68 コウギョウマシェリ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真菊地 捷士氏 伊藤 大士 浦河 村下 清志 B486± 01：45．3� 15．9�
45 ゴールデンティアラ 牝3栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 452＋ 61：45．61� 36．8�
69 シ ガ リ ロ 牝3黒鹿54 岩田 康誠市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 B452－ 41：46．45 23．9�
812 アルマレイモミ 牝3鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 446± 0 〃 アタマ 13．1�
22 ティーゲット 牝3栗 54 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 472± 0 〃 アタマ 1．5	
813 タイトルリーフ 牝3鹿 54 三浦 皇成水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 442－ 41：46．72 8．3

710 トリプライト 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B438－12 〃 ハナ 18．9�
56 エイシンイマコマチ 牝3栗 54 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 446＋ 21：46．8� 28．8
11 シアヌークビル 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 432＋ 41：47．0� 220．4�
57 プルミエエトワール 牝3栗 54

52 △加藤 祥太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 486－111：47．53 78．4�
711 タイセイフラム 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 B418－121：47．71 79．9�
44 シャトレーヌ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋10 〃 クビ 189．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，405，800円 複勝： 57，706，900円 枠連： 8，954，600円
馬連： 33，243，700円 馬単： 22，768，900円 ワイド： 24，321，700円
3連複： 53，794，100円 3連単： 85，308，400円 計： 304，504，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 340円 � 840円 � 1，630円 枠 連（3－6） 3，110円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 10，080円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，760円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 38，380円 3 連 単 ��� 181，370円

票 数

単勝票数 計 184058 的中 � 24418（2番人気）
複勝票数 計 577069 的中 � 50693（2番人気）� 17347（5番人気）� 8572（9番人気）
枠連票数 計 89546 的中 （3－6） 2228（10番人気）
馬連票数 計 332437 的中 �� 5091（13番人気）
馬単票数 計 227689 的中 �� 1694（26番人気）
ワイド票数 計 243217 的中 �� 5480（12番人気）�� 3568（16番人気）�� 1203（37番人気）
3連複票数 計 537941 的中 ��� 1051（77番人気）
3連単票数 計 853084 的中 ��� 341（336番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．7―12．7―13．0―12．6―12．6―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．3―42．0―55．0―1：07．6―1：20．2―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハヤブサプリプリ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．12．27 中山5着

2013．4．21生 牝3鹿 母 プリモウェイ 母母 Preeminence 6戦1勝 賞金 9，800，000円

17002 6月18日 晴 稍重 （28函館1）第1日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

815 タマモブリリアン 牝3黒鹿54 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 460＋ 81：09．0 7．9�
612� ラカリフォルニー 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 和美氏 木村 哲也 英 Carmel Stud 476－ 21：09．53 2．9�
816 コパノチャンス 牡3栗 56 丸山 元気小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 480＋ 6 〃 クビ 31．5�
510 アルマラナキラ 牡3栗 56 池添 謙一コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 浦新 徳司 466－22 〃 ハナ 20．0�
611 レッドボルテクス 牡3栗 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 B472＋ 21：09．6� 7．6�
35 ハ ル ク 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 478± 01：09．7クビ 7．9	
23 ラパンノワール 牝3青鹿54 武 豊 
社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 422＋ 4 〃 クビ 23．5�
11 タイセイアモーレ 牝3黒鹿54 荻野 琢真田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 460± 01：09．8クビ 16．4�
713� ベリースコール 	3黒鹿56 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck

Benillouche 486＋ 6 〃 クビ 27．4
59 � ローエキスキーズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 池添 学 愛

Britannia
T’Breds & The
Hon R J Arculli

450－ 6 〃 ハナ 5．1�
47 オーディンローズ 牡3栗 56 三浦 皇成古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 462－ 41：10．01
 15．8�
36 プロジェクション 牝3鹿 54 西村 太一
和田牧場 和田 正道 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 クビ 40．1�
24 レディカリーナ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 456± 01：10．1� 99．8�
12 アルーリングハート 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹吉田 和子氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 61：10．2� 103．9�

48 ノブレジェンド 牡3鹿 56
54 △長岡 禎仁前田 亘輝氏 小島 茂之 様似 猿倉牧場 434＋ 81：10．73 255．0�

714 スプレンディード 牡3鹿 56
54 △城戸 義政 �グランデオーナーズ 高橋 康之 青森 谷川 博勝 480＋221：11．23 273．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，918，100円 複勝： 26，682，100円 枠連： 9，944，300円
馬連： 31，203，000円 馬単： 16，211，900円 ワイド： 19，805，200円
3連複： 43，098，700円 3連単： 53，869，100円 計： 218，732，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 200円 � 140円 � 690円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 460円 �� 3，250円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 14，170円 3 連 単 ��� 58，460円

票 数

単勝票数 計 179181 的中 � 17938（5番人気）
複勝票数 計 266821 的中 � 32392（2番人気）� 69864（1番人気）� 6790（11番人気）
枠連票数 計 99443 的中 （6－8） 12496（2番人気）
馬連票数 計 312030 的中 �� 24007（2番人気）
馬単票数 計 162119 的中 �� 4803（5番人気）
ワイド票数 計 198052 的中 �� 12190（2番人気）�� 1480（44番人気）�� 2131（32番人気）
3連複票数 計 430987 的中 ��� 2281（42番人気）
3連単票数 計 538691 的中 ��� 668（159番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―11．7―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．1―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．6
3 ・（15，16）（1，7，9）（11，14，12）（6，8）10（2，4，13）－（3，5） 4 ・（15，16）（1，9，12）7（6，11，14，10）（8，5）（2，4，13）3

勝馬の
紹 介

タマモブリリアン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2015．10．12 京都3着

2013．3．28生 牝3黒鹿 母 チャームダイヤ 母母 ダイヤモンドピアス 5戦1勝 賞金 8，600，000円
〔発走状況〕 ラパンノワール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウインミダス号・ガロンヌ号・マイネルゴール号・マイネルロタシオン号・ライジョー号

第１回 函館競馬 第１日



17003 6月18日 晴 重 （28函館1）第1日 第3競走 ��1，000�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

33 チェイスダウン 牡3鹿 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 462＋ 2 58．8 8．0�
22 ゴールドシャフト 牝3栗 54 杉原 誠人居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 470＋ 2 59．01� 28．4�
11 フレアリングブルー 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真加藤 徹氏 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 430－ 2 59．1� 75．5�
44 トルシュローズ 牝3栗 54 武 豊�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 448－ 4 〃 クビ 2．0�
710 ティープラズマ 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政深見 富朗氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 2 59．41� 24．8�
55 アンペラール 牡3芦 56 池添 謙一 	カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 松平牧場 426－12 〃 ハナ 5．3

56 プリンシアラッテオ 牝3青鹿54 嶋田 純次芳川 貴行氏 手塚 貴久 浦河 高村牧場 456－ 2 〃 アタマ 7．7�
67 デルマジロキチ 牡3鹿 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 446＋ 2 〃 ハナ 65．5�
79 ド ス コ イ 牡3鹿 56 菱田 裕二中西 功氏 日吉 正和 日高 高山牧場 450＋ 4 59．71� 48．6
811 ヤマニンブルネット 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 496 ―1：00．23 149．4�
68 ハヤブサミカリン 牝3芦 54 西村 太一武田 修氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム B454± 0 〃 クビ 8．1�
812 コウセイカルメン 牝3鹿 54 四位 洋文杉安浩一郎氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 384＋ 41：00．41� 15．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，218，600円 複勝： 24，606，800円 枠連： 7，535，200円
馬連： 26，924，400円 馬単： 18，944，700円 ワイド： 17，966，400円
3連複： 37，573，000円 3連単： 59，508，100円 計： 211，277，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 300円 � 560円 � 1，400円 枠 連（2－3） 7，020円

馬 連 �� 6，340円 馬 単 �� 9，890円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 6，630円 �� 9，200円

3 連 複 ��� 62，060円 3 連 単 ��� 310，380円

票 数

単勝票数 計 182186 的中 � 18060（4番人気）
複勝票数 計 246068 的中 � 24017（5番人気）� 11291（7番人気）� 4168（11番人気）
枠連票数 計 75352 的中 （2－3） 831（19番人気）
馬連票数 計 269244 的中 �� 3287（19番人気）
馬単票数 計 189447 的中 �� 1436（32番人気）
ワイド票数 計 179664 的中 �� 2495（20番人気）�� 693（45番人気）�� 498（50番人気）
3連複票数 計 375730 的中 ��� 454（110番人気）
3連単票数 計 595081 的中 ��� 139（572番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―34．7―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェイスダウン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．22 札幌7着

2013．3．7生 牡3鹿 母 ジニオマッジョーレ 母母 ミ ス キ 5戦1勝 賞金 4，800，000円

17004 6月18日 晴 重 （28函館1）第1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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

813 リキサンダイオー 牡3黒鹿56 村田 一誠 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 458－ 21：45．7 5．9�
33 ゴ テ ツ 牡3青鹿56 池添 謙一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 488＋ 81：45．91� 3．3�
56 メイショウバッハ 牡3栗 56

54 △城戸 義政松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 464－ 41：46．75 17．4�
44 ダンスウィズミー 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太石川 達絵氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 400＋ 21：46．91� 30．5�
57 ワイズセレクション 牡3鹿 56 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 日高 シンボリ牧場 456－ 2 〃 クビ 7．0	
69 ジャンボスピリット 牝3栗 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 448± 01：47．11� 38．7

710 カ マ タ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 伊藤 敏明 B484＋ 41：47．2クビ 163．2�
11 ダンツペレット 牡3芦 56 菱田 裕二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 490± 01：47．3� 4．9�
68 リョーシンヒナタ 牝3鹿 54 小林 徹弥梅木 真也氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 460＋ 21：47．4	 207．0
22 メメニシコリ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 462＋ 61：47．5クビ 213．7�
45 
 オ リ ヒ メ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 和子氏 石坂 正 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 454－ 21：47．81	 3．5�

711 ワンアームドシザー 牡3鹿 56 松岡 正海小阪 優友氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 492－ 41：48．01� 62．0�
812 メイショウルヴァン 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 474± 01：49．17 95．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，813，100円 複勝： 25，349，600円 枠連： 7，736，600円
馬連： 30，833，000円 馬単： 17，830，300円 ワイド： 19，798，500円
3連複： 41，575，200円 3連単： 59，869，800円 計： 221，806，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 150円 � 430円 枠 連（3－8） 890円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，640円 �� 980円

3 連 複 ��� 5，040円 3 連 単 ��� 29，050円

票 数

単勝票数 計 188131 的中 � 25442（4番人気）
複勝票数 計 253496 的中 � 34492（4番人気）� 55538（1番人気）� 11443（6番人気）
枠連票数 計 77366 的中 （3－8） 6706（3番人気）
馬連票数 計 308330 的中 �� 26335（3番人気）
馬単票数 計 178303 的中 �� 6153（8番人気）
ワイド票数 計 197985 的中 �� 21813（1番人気）�� 2777（21番人気）�� 4782（11番人気）
3連複票数 計 415752 的中 ��� 6175（17番人気）
3連単票数 計 598698 的中 ��� 1494（99番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―11．8―12．4―13．1―12．8―12．5―12．9―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．6―42．0―55．1―1：07．9―1：20．4―1：33．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

リキサンダイオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．3．12 中山2着

2013．4．26生 牡3黒鹿 母 リキサンピュアティ 母母 プリンセスリーベ 4戦1勝 賞金 9，250，000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） 2頭 ノーブルブラック号・バイキングスター号



17005 6月18日 晴 良 （28函館1）第1日 第5競走 ��1，000�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
57．2
55．4

良
良

79 ザベストエバー 牡2黒鹿54 武 豊古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 440 ― 57．4 6．0�
710 イヴノオモイデ 牝2鹿 54 松岡 正海嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 438 ― 57．61� 4．7�
44 スプリングゲイル 牝2青鹿54 三浦 皇成 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 436 ― 57．7� 1．9�
22 ブランオラージュ 牡2芦 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 414 ― 58．01� 33．8�
33 フ ァ ヌ エ ル 牝2黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 山際牧場 408 ― 〃 クビ 36．3	
55 サウンドテーブル 牡2黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 464 ― 58．1� 12．9

56 フォーエバースカイ 牝2栗 54

52 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 362 ― 58．52� 89．4�
67 ブラックオニキス 牝2青鹿 54

52 △城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 400 ― 〃 クビ 27．9�
68 ウインコーラル 牡2栗 54 丹内 祐次�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 452 ― 58．6� 14．9
811 アロマティカス 牡2鹿 54 古川 吉洋山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 436 ― 59．87 159．2�
812 アースヴィグラス 牝2鹿 54

52 △加藤 祥太松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 422 ―1：01．18 156．2�
11 クイニーアイ 牝2鹿 54

51 ▲坂井 瑠星薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 414 ―1：03．2大差 33．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，410，000円 複勝： 25，537，500円 枠連： 11，191，900円
馬連： 34，009，400円 馬単： 22，852，700円 ワイド： 21，730，300円
3連複： 46，500，400円 3連単： 75，966，700円 計： 267，198，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 150円 � 140円 � 110円 枠 連（7－7） 1，210円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 380円 �� 230円 �� 180円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 5，520円

票 数

単勝票数 計 294100 的中 � 40597（3番人気）
複勝票数 計 255375 的中 � 33470（3番人気）� 41487（2番人気）� 85002（1番人気）
枠連票数 計 111919 的中 （7－7） 7130（5番人気）
馬連票数 計 340094 的中 �� 20985（4番人気）
馬単票数 計 228527 的中 �� 7116（8番人気）
ワイド票数 計 217303 的中 �� 12450（4番人気）�� 24608（2番人気）�� 34425（1番人気）
3連複票数 計 465004 的中 ��� 53696（1番人気）
3連単票数 計 759667 的中 ��� 9970（11番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．4―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．4―34．8―45．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．0
3 9，10，4，6（3，8）5－2－7－11＝12，1 4 9，10，4－6，3，8（5，2）－7－11＝12＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ザベストエバー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Wild Again 初出走

2014．4．27生 牡2黒鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイニーアイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月18日まで平地競走

に出走できない。

17006 6月18日 晴 良 （28函館1）第1日 第6競走 ��2，000�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

47 カ ラ ビ ナ 牡3鹿 56 藤岡 康太 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 510－ 82：00．9 15．9�

35 ドルフィンマーク �3黒鹿56 岩田 康誠大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B488－ 62：01．11� 3．2�
510 クラシカルチュチュ 牝3青鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 462－ 82：01．31� 48．9�
815 ア ル ビ オ ン 牝3芦 54 松岡 正海�野 智博氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 416＋ 42：01．62 17．3�
11 ヨ カ グ ラ 牡3栗 56 池添 謙一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 ハナ 6．2	
23 キャノンストリート 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 460＋ 22：01．7クビ 23．5

48 バイキングスター 牡3黒鹿56 北村 友一古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 438－ 6 〃 クビ 15．2�
612 コスモブランカ 牡3黒鹿56 三浦 皇成岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 446＋ 62：01．8� 25．4�
816 アグネスリバティ 牡3黒鹿56 荻野 琢真渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 464－ 82：01．9クビ 7．5
36 コスモピクシス 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 402± 0 〃 ハナ 50．1�
611 メイケイオリオン 牡3青鹿56 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 22：02．0� 93．1�
59 メイショウルルド 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 506＋ 42：02．1� 29．8�
12 スカイムーヴァー 牡3青鹿56 武 豊星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B490＋102：02．41� 4．4�
24 アーススピード 牡3栃栗 56

54 △加藤 祥太松山 増男氏 加藤 敬二 白老 習志野牧場 480＋ 4 〃 ハナ 309．3�
713 ロ グ ラ イ ン 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 2 〃 アタマ 83．5�

714 デ ス マ ッ チ 牡3鹿 56 藤岡 佑介泉 一郎氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 462－ 22：02．61� 17．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，989，400円 複勝： 25，867，200円 枠連： 11，964，000円
馬連： 33，543，900円 馬単： 17，260，400円 ワイド： 22，439，700円
3連複： 49，165，900円 3連単： 58，539，600円 計： 238，770，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 420円 � 170円 � 1，160円 枠 連（3－4） 1，570円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 8，940円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 11，160円 �� 3，690円

3 連 複 ��� 56，550円 3 連 単 ��� 365，870円

票 数

単勝票数 計 199894 的中 � 10008（6番人気）
複勝票数 計 258672 的中 � 14329（6番人気）� 53364（1番人気）� 4573（13番人気）
枠連票数 計 119640 的中 （3－4） 5874（5番人気）
馬連票数 計 335439 的中 �� 6932（15番人気）
馬単票数 計 172604 的中 �� 1448（33番人気）
ワイド票数 計 224397 的中 �� 4654（13番人気）�� 507（76番人気）�� 1556（45番人気）
3連複票数 計 491659 的中 ��� 652（165番人気）
3連単票数 計 585396 的中 ��� 116（978番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．9―12．9―13．4―13．0―12．1―12．2―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．4―34．3―47．2―1：00．6―1：13．6―1：25．7―1：37．9―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．2
1
3
14－（4，9）12（2，5）3（8，10）15（1，16）7（6，13）11
7，12，14（9，10）（4，5，3）16（2，15，1）8（6，11）13

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

勝馬の
紹 介

カ ラ ビ ナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．3．13 阪神4着

2013．1．20生 牡3鹿 母 レリッシュザソート 母母 Viz 3戦1勝 賞金 5，700，000円
※バイキングスター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17007 6月18日 晴 重 （28函館1）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

56 クリノリーソクツモ 牝4鹿 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 440＋ 6 58．6 4．6�
67 オルフィーク 牝4青鹿 55

52 ▲原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 502＋14 〃 アタマ 5．7�
68 � チェリーサマー 牡4鹿 57 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 518＋ 4 58．7� 3．4�
79 タ タ ラ 牡4栗 57

54 ▲菊沢 一樹 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 428＋ 6 58．8クビ 4．1�
55 � ダイアモンドノーム 牝3栗 52

49 ▲坂井 瑠星友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 424＋12 59．11� 23．4�
44 ラッキーダン 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B468－ 4 59．2� 26．1	
710 アサクサプライド 牡5栗 57 菱田 裕二田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 458－10 59．62� 77．6

33 サンフレイム 牝4芦 55 北村 友一 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 クビ 45．9�
811 ティーエスカクタス 牡4栗 57

55 △加藤 祥太田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B488－141：00．13 10．4�
22 モンサンナシーラ 牡4栗 57 三浦 皇成山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 B516－ 81：00．31	 30．0
812 スティルプリンス 牡3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 480＋ 41：00．4� 187．7�
11 アルタモーダ 牡3栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 506± 01：00．71� 12．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，464，900円 複勝： 24，526，900円 枠連： 8，229，900円
馬連： 32，734，200円 馬単： 17，947，000円 ワイド： 20，726，200円
3連複： 43，890，200円 3連単： 61，747，100円 計： 230，266，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 190円 � 140円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 510円 �� 410円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 204649 的中 � 35156（3番人気）
複勝票数 計 245269 的中 � 37086（3番人気）� 30034（4番人気）� 52420（1番人気）
枠連票数 計 82299 的中 （5－6） 13989（2番人気）
馬連票数 計 327342 的中 �� 21755（4番人気）
馬単票数 計 179470 的中 �� 5490（10番人気）
ワイド票数 計 207262 的中 �� 10163（6番人気）�� 13220（2番人気）�� 12897（3番人気）
3連複票数 計 438902 的中 ��� 27779（1番人気）
3連単票数 計 617471 的中 ��� 5788（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．8―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノリーソクツモ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2015．1．31 京都4着

2012．3．28生 牝4鹿 母 ダービーゾーン 母母 ダービーキングダム 14戦3勝 賞金 29，388，000円
〔その他〕 ティーエスカクタス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ティーエスカクタス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年7月18日まで出走できない。
※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） 1頭 セイウンアワード号
（非抽選馬） 3頭 カシノキングダム号・コパノマイケル号・トリアンドルス号

17008 6月18日 晴 良 （28函館1）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

59 ダンツレガリア 牡4青 57 松岡 正海山元 哲二氏 本田 優 浦河 ガーベラパー
クスタツド 448－ 41：09．1 155．4�

815 トウショウピスト 牡4鹿 57 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－ 61：09．2� 1．6�
47 	 クリノツネチャン 牝5栗 55

53 △長岡 禎仁栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 454－ 6 〃 クビ 265．6�
510 ジェットコルサ 牡4青 57 岩田 康誠尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 468－ 61：09．3� 7．3�
24 サクラヴィオーラ 牝5栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 476－ 2 〃 クビ 93．3�
714	 ユキノサンブライト 牝5鹿 55 西村 太一井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 454－ 41：09．4� 513．4	
36 コスモマイルール 牝5栗 55

53 △井上 敏樹岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 446± 0 〃 ハナ 77．1

612 イ キ オ イ 牡4鹿 57 三浦 皇成西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 442－ 61：09．5� 63．6�
48 イワヌガハナ 
4黒鹿57 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 472± 0 〃 クビ 33．1�
12 イーグルアモン 牝5鹿 55

52 ▲菊沢 一樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B464± 01：09．6� 16．0
713 モアアピール 牝4芦 55 黛 弘人根本 忠義氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 472－15 〃 クビ 274．4�
611 カネトシボヌール 牡3鹿 54 北村 友一兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 450＋ 61：09．7� 16．4�
11 � ド ナ ル チ ア 牝3栗 52

49 ▲坂井 瑠星小川眞査雄氏 矢作 芳人 米
Hill ’N’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Stretch
Run Ventures, LLC

412－ 8 〃 クビ 11．4�
23 	 ムーンフライト 牝5鹿 55

53 △城戸 義政 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 480－161：09．91 34．3�
816 スズカマドンナ 牝4鹿 55 菱田 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 452＋ 61：10．11 143．3�
35 ミンナノプリンセス 牝4黒鹿55 丸山 元気�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 442± 01：10．31 5．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，809，100円 複勝： 43，450，000円 枠連： 10，139，400円
馬連： 37，386，700円 馬単： 25，873，400円 ワイド： 24，633，900円
3連複： 51，282，200円 3連単： 86，543，500円 計： 303，118，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，540円 複 勝 � 1，100円 � 110円 � 3，960円 枠 連（5－8） 450円

馬 連 �� 6，010円 馬 単 �� 26，220円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 66，820円 �� 8，100円

3 連 複 ��� 231，690円 3 連 単 ��� 2，987，810円

票 数

単勝票数 計 238091 的中 � 1225（13番人気）
複勝票数 計 434500 的中 � 4826（11番人気）� 242118（1番人気）� 1277（15番人気）
枠連票数 計 101394 的中 （5－8） 17457（1番人気）
馬連票数 計 373867 的中 �� 4817（17番人気）
馬単票数 計 258734 的中 �� 740（51番人気）
ワイド票数 計 246339 的中 �� 2601（22番人気）�� 94（107番人気）�� 782（53番人気）
3連複票数 計 512822 的中 ��� 166（243番人気）
3連単票数 計 865435 的中 ��� 21（1700番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―45．7―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．9
3 ・（3，5）15（1，8，7）（2，14）11，16（9，13）（6，12）（10，4） 4 3（5，15）（1，8）（2，7，14）（9，11）（6，13，16）12（10，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツレガリア �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2015．3．15 阪神3着

2012．4．24生 牡4青 母 ミスイースター 母母 イングリッシュホーマー 9戦2勝 賞金 14，090，000円
〔発走状況〕 ミンナノプリンセス号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 レッドディザーブ号



17009 6月18日 晴 重 （28函館1）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

67 スズカリバー 牡4鹿 57 武 豊永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492－ 21：44．2 6．0�
710 トミケンシャルゴー 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 豊洋牧場 508－ 21：44．52 2．8�
812 カレンマタドール �5鹿 57 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B510＋ 81：44．6� 4．8�
33 ガ ン コ 牡3青鹿54 三浦 皇成杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 482＋ 41：44．7� 54．2�
22 メイショウゴテツ 牡3青鹿54 藤岡 佑介松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 476＋ 21：45．87 43．4�
68 タマモアルム 牡3鹿 54 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 494－101：46．01 9．7	
79 タイセイラビッシュ 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490－ 21：46．21 6．7

11 ラインフィール 牡3栗 54 丸山 元気大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 494＋ 21：46．51� 9．9�
811 アグリッパーバイオ 牡5黒鹿57 岩田 康誠バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460± 01：46．71	 14．2�
56 ラタンドレス 牝3鹿 52 小林 徹弥 �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 岡田スタツド 458＋ 61：47．23 45．2
44 クラウンヴォルカン 牡3青 54 荻野 琢真矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 506－ 21：47．3クビ 29．5�
55 パルファンデュロワ 牡4栗 57

55 △加藤 祥太 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 516＋ 61：47．72� 105．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，407，200円 複勝： 28，742，200円 枠連： 14，576，100円
馬連： 40，471，800円 馬単： 22，817，500円 ワイド： 26，311，100円
3連複： 54，939，000円 3連単： 82，767，100円 計： 292，032，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 130円 � 160円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 320円 �� 560円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 6，310円

票 数

単勝票数 計 214072 的中 � 28301（3番人気）
複勝票数 計 287422 的中 � 35754（3番人気）� 70050（1番人気）� 43384（2番人気）
枠連票数 計 145761 的中 （6－7） 24724（2番人気）
馬連票数 計 404718 的中 �� 34772（2番人気）
馬単票数 計 228175 的中 �� 8259（5番人気）
ワイド票数 計 263111 的中 �� 21311（2番人気）�� 11048（6番人気）�� 24381（1番人気）
3連複票数 計 549390 的中 ��� 36211（1番人気）
3連単票数 計 827671 的中 ��� 9509（4番人気）

ハロンタイム 6．6―10．6―11．7―12．9―12．7―12．4―12．3―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．2―28．9―41．8―54．5―1：06．9―1：19．2―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカリバー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2014．11．15 福島4着

2012．3．20生 牡4鹿 母 リバティーベル 母母 ク ラ リ ッ サ 15戦3勝 賞金 24，350，000円

17010 6月18日 晴 良 （28函館1）第1日 第10競走 ��
��2，600�

こ ま が た け

駒 ケ 岳 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53�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
2：38．7
2：37．3

良
良

67 ケルンダッシュ 牡4鹿 57 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 484－ 22：41．5 4．6�
810 メ ゾ ン リ ー 牡3黒鹿53 四位 洋文西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 02：41．6� 6．0�
11 クロイツェル 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B492＋ 22：41．7� 9．0�
55 ロッカフラベイビー 牝4黒鹿55 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 クビ 4．0�
811 アドマイヤロワ 牡4鹿 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 480＋12 〃 ハナ 6．7�
22 ウイングジャパン 牡4栗 57 川須 栄彦池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 502＋ 42：41．91� 125．6	
44 ディスピュート 牡3鹿 53 勝浦 正樹畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 426＋ 42：42．0クビ 7．7

79 ウインレーベン 牡5青鹿57 丹内 祐次�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 456－ 42：42．32 22．5�
33 	 タガノグリズリー 牡5鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B470－ 82：42．4� 8．6
66 プレスクアイル 牝4黒鹿55 池添 謙一吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502＋222：43．46 34．6�
78 クリノクレオパトラ 牝5黒鹿55 藤岡 康太栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 458＋ 8 〃 クビ 25．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，875，700円 複勝： 35，231，600円 枠連： 13，441，300円
馬連： 55，993，000円 馬単： 27，649，000円 ワイド： 32，123，100円
3連複： 75，153，700円 3連単： 110，691，800円 計： 377，159，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 220円 � 270円 枠 連（6－8） 600円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，040円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 6，130円 3 連 単 ��� 28，540円

票 数

単勝票数 計 268757 的中 � 46079（2番人気）
複勝票数 計 352316 的中 � 49433（3番人気）� 42712（4番人気）� 30775（7番人気）
枠連票数 計 134413 的中 （6－8） 17117（2番人気）
馬連票数 計 559930 的中 �� 27761（4番人気）
馬単票数 計 276490 的中 �� 6243（12番人気）
ワイド票数 計 321231 的中 �� 14078（4番人気）�� 7838（17番人気）�� 6040（24番人気）
3連複票数 計 751537 的中 ��� 9191（26番人気）
3連単票数 計1106918 的中 ��� 2811（113番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―13．1―13．3―11．7―12．5―12．7―12．9―12．6―12．4―11．9―11．3―11．6

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―25．5―38．6―51．9―1：03．6―1：16．1―1：28．8―1：41．7―1：54．3―2：06．7―2：18．6―2：29．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．2―3F34．8
1
�
11，9（1，8）6（2，5，10，7）（3，4）・（11，9）（1，8）（6，7）2（5，10）（3，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケルンダッシュ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2014．12．14 中京2着

2012．2．11生 牡4鹿 母 アルフレンテ 母母 テ ィ ス ワ 13戦2勝 賞金 28，373，000円



17011 6月18日 晴 良 （28函館1）第1日 第11競走 ��
��1，200�H T B 杯

発走15時25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

北海道テレビ放送賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

612 モズハツコイ 牝5芦 55 川須 栄彦 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 468－ 81：08．6 20．9�
35 カービングパス 牝4鹿 55 杉原 誠人 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 480－ 61：08．81� 4．3�
23 レンイングランド 牡4芦 57 坂井 瑠星田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 516－ 8 〃 クビ 10．2�
714	 ゴ ー ス ル ー 牡6鹿 57 丹内 祐次 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 464＋ 2 〃 ハナ 238．7�
12 レヴァンタール 
7鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 450＋ 41：08．9クビ 93．1	
59 アドマイヤサブリナ 牝6芦 55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 440－101：09．0� 17．0

11 マジックシャトル 牡4栗 57 藤岡 佑介林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 500＋ 21：09．1� 17．5�
816 ペイシャオブロー 牡4鹿 57 加藤 祥太北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 496－ 41：09．31� 31．0�
611 ワンダフルラッシュ 牝3黒鹿52 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 426± 0 〃 クビ 10．5
47 カレンステイシー 牝5栗 55 武 豊鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 482± 0 〃 ハナ 5．7�
48 テーオーソルジャー 牡5栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 480＋101：09．4クビ 51．3�
815 ナイトフォックス 牡4鹿 57 伊藤 工真石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋101：09．61� 13．6�
510 ツクバジャパン 牡5芦 57 古川 吉洋荻原 昭二氏 小野 次郎 新ひだか 片山牧場 512－ 41：10．34 15．3�
36 ボストンサクラ 牝7黒鹿55 菱田 裕二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 442± 01：10．61� 291．1�
24 メ ジ ェ ル ダ 牝3鹿 52 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 444＋ 61：11．55 3．9�
713 アンブリカル 牝4青鹿55 吉田 隼人上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 436± 01：12．45 37．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，704，900円 複勝： 70，724，100円 枠連： 42，062，900円
馬連： 180，020，000円 馬単： 70，815，800円 ワイド： 87，457，500円
3連複： 278，589，600円 3連単： 368，205，600円 計： 1，150，580，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 450円 � 180円 � 350円 枠 連（3－6） 1，470円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 9，090円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 3，000円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 14，030円 3 連 単 ��� 101，270円

票 数

単勝票数 計 527049 的中 � 20130（10番人気）
複勝票数 計 707241 的中 � 35825（9番人気）� 123483（1番人気）� 47907（6番人気）
枠連票数 計 420629 的中 （3－6） 22111（6番人気）
馬連票数 計1800200 的中 �� 36562（17番人気）
馬単票数 計 708158 的中 �� 5842（40番人気）
ワイド票数 計 874575 的中 �� 16045（18番人気）�� 7322（43番人気）�� 22715（6番人気）
3連複票数 計2785896 的中 ��� 14892（49番人気）
3連単票数 計3682056 的中 ��� 2636（370番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―45．1―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズハツコイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．6．29 中京2着

2011．1．25生 牝5芦 母 クールアンフルール 母母 フレッシュミドリ 28戦3勝 賞金 88，500，000円
〔制裁〕 アドマイヤサブリナ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒

告。（被害馬：1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンブリカル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7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 アドマイヤゴッド号

17012 6月18日 晴 良 （28函館1）第1日 第12競走 ��1，800�
ゆ う ら っ ぷ

遊 楽 部 特 別
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

815 フライングレディ 牝3黒鹿52 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 424＋ 61：47．3 6．9�

11 フェイブルネージュ 牝5鹿 55 中井 裕二 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 2 〃 ハナ 9．1�

24 エミーズレシピ 牝3鹿 52 岩田 康誠ユアストーリー 友道 康夫 浦河 高村牧場 492＋10 〃 クビ 13．3�
612 フォールインラブ 牝3黒鹿52 古川 吉洋�田 昌久氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 454－ 61：47．4� 28．3	
23 アプリコットベリー 牝4青鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 402＋121：47．5クビ 57．3

35 オリエントワークス 牝3鹿 52 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 468＋10 〃 クビ 6．8�
47 ビレッジソング 牝5鹿 55 荻野 琢真岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 430－ 81：47．92� 144．3�
816 サ グ レ ス 牝5黒鹿55 黛 弘人 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B476＋ 2 〃 ハナ 27．9
48 ブルックデイル 牝4青鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B452－ 41：48．0クビ 2．6�
12 レッドシルヴィ 牝3鹿 52 四位 洋文 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 432＋ 61：48．1� 7．5�
36 � シードパール 牝4鹿 55 嶋田 純次髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 436＋ 21：48．31� 116．8�
510 ノーブルリーズン 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 クビ 15．2�
611 ラインセイラ 牝3栗 52 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 458－ 41：48．83 162．2�
59 � リ プ カ 牝4栗 55 加藤 祥太佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 384＋121：49．97 299．0�
713� ジョヴィアル 牝4栗 55 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 468＋ 5 〃 クビ 157．5�
714 トラストルシファー 牝4鹿 55 藤岡 康太菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 460－12 （競走中止） 13．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，200，500円 複勝： 51，968，700円 枠連： 24，044，700円
馬連： 88，681，700円 馬単： 39，187，000円 ワイド： 51，522，600円
3連複： 118，743，300円 3連単： 162，880，200円 計： 578，228，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 260円 � 270円 � 340円 枠 連（1－8） 1，140円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，470円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 9，970円 3 連 単 ��� 51，360円

票 数

単勝票数 計 412005 的中 � 47237（3番人気）
複勝票数 計 519687 的中 � 55543（3番人気）� 51328（4番人気）� 37298（6番人気）
枠連票数 計 240447 的中 （1－8） 16330（3番人気）
馬連票数 計 886817 的中 �� 24064（9番人気）
馬単票数 計 391870 的中 �� 5270（17番人気）
ワイド票数 計 515226 的中 �� 13841（10番人気）�� 8960（17番人気）�� 9117（16番人気）
3連複票数 計1187433 的中 ��� 8926（33番人気）
3連単票数 計1628802 的中 ��� 2299（172番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．9―23．0―34．4―46．3―58．6―1：11．0―1：23．1―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フライングレディ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．9．21 阪神2着

2013．2．10生 牝3黒鹿 母 ピンクカメオ 母母 シルバーレーン 8戦2勝 賞金 22，728，000円
〔競走中止〕 トラストルシファー号は，競走中に疾病〔両第1指関節開放性脱臼〕を発症し，3コーナーで転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダブルフラワー号・ルアンジュ号



（28函館1）第1日 6月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 165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

170，150，000円
2，540，000円
7，080，000円
1，420，000円
17，260，000円
64，716，500円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
309，217，300円
440，393，600円
169，820，900円
625，044，800円
320，158，600円
368，836，200円
894，305，300円
1，265，897，000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 4，393，673，700円

総入場人員 6，005名 （有料入場人員 5，352名）
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