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重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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17013 6月19日 晴 稍重 （28函館1）第2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）

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

56 カフジキング 牡3鹿 56 岩田 康誠加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 460± 01：47．6 1．9�
22 メイショウトビザル 牡3青鹿56 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 まるとみ冨岡牧場 480－ 2 〃 クビ 4．4�
69 アタックガール 牝3青鹿54 池添 謙一長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 422－ 2 〃 ハナ 13．8�
45 エランドールシチー 牡3鹿 56 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか カタオカフアーム 450± 01：47．7クビ 8．6�
68 ムーンシャイナー 牡3黒鹿56 黛 弘人岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：47．8� 127．6�
33 ライトブリンガー 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B466＋ 2 〃 アタマ 10．5

11 サンマルクラウン 牡3鹿 56 藤岡 佑介相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 472－ 61：47．9� 163．7�
44 アルファジェイド 牝3鹿 54 三浦 皇成�貴悦 田村 康仁 新冠 アサヒ牧場 484＋ 21：48．11� 78．4�
813 ピ コ ッ ト 牝3栗 54 古川 吉洋ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 436－ 61：48．95 170．1
711 ホッコーパフューム 牝3鹿 54 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 458－ 61：49．32� 57．9�
710 ドーノデルソーレ 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 458＋101：49．83 9．6�
812 チュウワメジャー 牡3栗 56 戸崎 圭太中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514－131：51．07 14．7�
57 ヤマニンリラ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 伉助 486 ―1：52．06 130．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，609，300円 複勝： 34，056，200円 枠連： 8，323，600円
馬連： 40，780，100円 馬単： 24，390，000円 ワイド： 27，336，300円
3連複： 61，681，000円 3連単： 86，969，300円 計： 305，145，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 250円 枠 連（2－5） 420円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 210円 �� 450円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 4，890円

票 数

単勝票数 計 216093 的中 � 89009（1番人気）
複勝票数 計 340562 的中 � 152943（1番人気）� 49357（2番人気）� 17911（6番人気）
枠連票数 計 83236 的中 （2－5） 15207（1番人気）
馬連票数 計 407801 的中 �� 66094（1番人気）
馬単票数 計 243900 的中 �� 24783（1番人気）
ワイド票数 計 273363 的中 �� 38900（1番人気）�� 14332（5番人気）�� 8841（11番人気）
3連複票数 計 616810 的中 ��� 28369（6番人気）
3連単票数 計 869693 的中 ��� 12889（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．9―42．4―55．1―1：07．6―1：20．4―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジキング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．9．20 阪神3着

2013．5．2生 牡3鹿 母 ダンスオブザマンボ 母母 Ballerina 12戦1勝 賞金 19，700，000円
〔発走状況〕 サンマルクラウン号は，枠入り不良。
※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 カジノノーブル号

17014 6月19日 晴 良 （28函館1）第2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 4，800，000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

59 アイムウィッシング 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 442＋101：09．2 3．0�

23 ヤマカツサファイヤ 牝3青鹿54 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 486－ 21：09．51� 6．7�
24 クリアーウェイ 牝3鹿 54 松岡 正海合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 436－12 〃 クビ 41．3�
48 ピュアウィッシーズ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 410－101：09．6クビ 17．1�
47 タニマサガール 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 412± 01：09．81 56．0	
510 ア ジ ロ 牝3栗 54 川須 栄彦永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 450± 01：09．9� 4．1

11 ラフェデビジュー 牝3芦 54 岩田 康誠飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 502－ 21：10．11� 10．6�
816 アッパレドンキ 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 416＋14 〃 クビ 10．5�
713 オーゴンワンダー 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二永田さなえ氏 小野 次郎 新冠 中本牧場 410＋ 21：10．2クビ 196．7
612 ヴェロレジーナ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 454＋ 81：10．3� 151．3�

815 テーオーバーキン 牝3鹿 54
51 ▲坂井 瑠星小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 440± 0 〃 ハナ 38．3�

36 ブライテストムーン 牝3黒鹿54 丸山 元気 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 382－ 21：10．51� 31．5�

12 マーガレット 牝3青鹿54 黛 弘人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 服部 牧場 426＋ 6 〃 ハナ 118．1�

35 クリスタルガーデン 牝3鹿 54 木幡 初広田頭 勇貴氏 土田 稔 厚真 大川牧場 B444－ 61：10．82 51．8�
714 ス ー リ ー ズ 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 天羽 禮治 444－ 6 〃 ハナ 287．7�
611 ブリスフルタイム 牝3鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 470－ 21：10．9クビ 7．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，793，000円 複勝： 24，320，600円 枠連： 10，092，400円
馬連： 33，312，400円 馬単： 17，765，800円 ワイド： 22，531，200円
3連複： 47，501，300円 3連単： 61，157，900円 計： 232，474，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 250円 � 760円 枠 連（2－5） 740円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，270円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 15，500円 3 連 単 ��� 44，650円

票 数

単勝票数 計 157930 的中 � 42007（1番人気）
複勝票数 計 243206 的中 � 55171（1番人気）� 24230（4番人気）� 6177（10番人気）
枠連票数 計 100924 的中 （2－5） 10511（3番人気）
馬連票数 計 333124 的中 �� 21919（3番人気）
馬単票数 計 177658 的中 �� 7172（3番人気）
ワイド票数 計 225312 的中 �� 12275（3番人気）�� 2466（25番人気）�� 912（46番人気）
3連複票数 計 475013 的中 ��� 2297（46番人気）
3連単票数 計 611579 的中 ��� 993（140番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイムウィッシング �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Gulch デビュー 2015．12．13 阪神5着

2013．2．19生 牝3鹿 母 バンブーユキヒメ 母母 ソムニフェアー 6戦1勝 賞金 8，850，000円
〔発走状況〕 クリスタルガーデン号は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 カゼノシッポ号・クインズジュエリー号・クレーデリンテ号・リンガスウラン号・ワタシニマカセテ号

第１回 函館競馬 第２日



17015 6月19日 晴 稍重 （28函館1）第2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

68 ハ ネ ト 牝3鹿 54 柴田 善臣矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 452＋ 2 59．8 21．5�
812 ノートルスウェ 牡3栗 56 川須 栄彦�ヒダカファーム松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 514＋ 6 〃 クビ 2．9�
811 フ ュ テ ー ル 牡3青鹿 56

54 △長岡 禎仁落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 500－ 21：00．01� 4．6�
55 ビュウイモン 牝3鹿 54 丸山 元気井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 434± 01：00．1クビ 15．7�
56 アポロリュウセイ 牡3栗 56 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 492＋ 2 〃 クビ 4．6�
67 イチオクノユメ 牝3栗 54 吉田 隼人鎌田 博	氏 伊藤 伸一 新ひだか 大典牧場 456＋ 61：00．31 81．9

79 スリーアリアン 牝3鹿 54 松岡 正海永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 B444－ 41：00．4� 103．2�
22 アカプルコノユウヒ 牝3黒鹿54 柴山 雄一嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 434＋ 4 〃 ハナ 33．7
44 シャインスプライト 牡3鹿 56 北村 友一布施 光章氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 510－101：00．61� 6．6�
33 エクラパール 牝3栗 54

52 △井上 敏樹島川 	哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 446＋12 〃 ハナ 6．6�

11 スリーサンレーザー 牝3黒鹿54 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 浦河 辻 牧場 482－ 8 〃 ハナ 106．5�
710 ピエナダンディー 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二本谷 兼三氏 浜田多実雄 日高 藤本 友則 488－ 41：00．7クビ 147．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，221，100円 複勝： 21，588，100円 枠連： 9，891，700円
馬連： 29，959，600円 馬単： 18，057，500円 ワイド： 18，768，200円
3連複： 40，933，200円 3連単： 60，090，700円 計： 216，510，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 320円 � 130円 � 170円 枠 連（6－8） 1，360円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，100円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 20，610円

票 数

単勝票数 計 172211 的中 � 6387（7番人気）
複勝票数 計 215881 的中 � 12896（7番人気）� 53195（1番人気）� 33173（2番人気）
枠連票数 計 98917 的中 （6－8） 5609（5番人気）
馬連票数 計 299596 的中 �� 12202（7番人気）
馬単票数 計 180575 的中 �� 2925（20番人気）
ワイド票数 計 187682 的中 �� 6802（9番人気）�� 3873（16番人気）�� 23412（1番人気）
3連複票数 計 409332 的中 ��� 11938（7番人気）
3連単票数 計 600907 的中 ��� 2113（66番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．6―47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ネ ト �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．11．28 東京8着

2013．5．30生 牝3鹿 母 ウルトラエナジー 母母 ファーストゴシップ 6戦1勝 賞金 4，800，000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。
（非抽選馬） 2頭 クリノリーズ号・フジワンエンジェル号

17016 6月19日 晴 稍重 （28函館1）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 4，800，000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 トウシンタイガー 牡3鹿 56 菱田 裕二�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 508－ 21：45．6 2．0�
69 インテグリティー 牡3鹿 56 藤岡 康太前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 468＋ 41：46．45 84．8�
22 ウエヲムイテアルコ 牡3青 56 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 464－101：46．61 7．6�
33 ヤマニンバビルサ 牡3鹿 56 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 470＋ 61：47．23� 41．2�
11 ピエナクルーズ 牡3鹿 56 武 豊本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 430－181：47．83� 3．9�
45 ローズオーラ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真	ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 426± 01：48．01� 89．9

44 クインズフェザー 牡3鹿 56 荻野 琢真 �クイーンズ・ランチ 宮本 博 新ひだか 土田 和男 474＋ 6 〃 ハナ 14．4�
710 ガーデンタイム 牝3鹿 54 古川 吉洋山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 佐藤 陽一 464－ 41：48．74 457．9�
68 リ ル ー ジ ュ 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星江口雄一郎氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 448－ 21：49．02 23．3
57 ヤマトカジノ 牡3栗 56 三浦 皇成醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 庄野牧場 486＋ 21：49．1クビ 35．9�
711 ネ ク ス ト 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 472＋ 4 〃 クビ 97．2�
812 キンショードリーム 牡3鹿 56 丸山 元気礒野日出夫氏 田島 俊明 厚真 阿部 栄乃進 490－ 81：50．37 107．2�
56 ア ウ ズ 牡3栗 56 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 442－ 81：52．1大差 6．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，696，900円 複勝： 26，701，800円 枠連： 9，062，000円
馬連： 35，031，200円 馬単： 20，326，500円 ワイド： 22，507，400円
3連複： 48，634，500円 3連単： 74，686，500円 計： 258，646，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 1，190円 � 210円 枠 連（6－8） 1，780円

馬 連 �� 7，790円 馬 単 �� 11，690円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 370円 �� 7，170円

3 連 複 ��� 17，000円 3 連 単 ��� 83，300円

票 数

単勝票数 計 216969 的中 � 85726（1番人気）
複勝票数 計 267018 的中 � 97644（1番人気）� 3282（12番人気）� 28255（3番人気）
枠連票数 計 90620 的中 （6－8） 3934（7番人気）
馬連票数 計 350312 的中 �� 3483（21番人気）
馬単票数 計 203265 的中 �� 1303（33番人気）
ワイド票数 計 225074 的中 �� 2670（20番人気）�� 17571（2番人気）�� 743（44番人気）
3連複票数 計 486345 的中 ��� 2145（47番人気）
3連単票数 計 746865 的中 ��� 650（218番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．7―12．6―12．7―12．3―12．7―12．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．6―42．2―54．9―1：07．2―1：19．9―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウシンタイガー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2015．11．8 福島2着

2013．2．6生 牡3鹿 母 ライブリーチューン 母母 Extravagant Woman 8戦1勝 賞金 15，500，000円
〔その他〕 アウズ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



17017 6月19日 晴 良 （28函館1）第2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

55 モンドキャンノ 牡2鹿 54 戸崎 圭太ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472 ―1：09．4 1．5�
11 ドゥモワゼル 牝2鹿 54 勝浦 正樹小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 428 ―1：09．61� 71．5�
44 フクノクオリア 牡2黒鹿54 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 490 ―1：09．91� 11．6�
810 ラッシュアウト 牡2黒鹿 54

51 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 424 ―1：10．0	 14．5�
33 メモリートニック 牡2黒鹿54 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 426 ―1：10．32 21．6�
66 ソレイユフルール 牝2黒鹿54 黛 弘人 	荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 464 ―1：10．51� 44．2

22 ブ キ ス 牡2鹿 54 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 田中 章博 新ひだか 前谷 武志 468 ―1：10．71	 63．6�
67 ブ ロ ッ シ ェ 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 458 ―1：11．23 25．1�
811 サトノフレイム 牡2鹿 54 三浦 皇成里見 治氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 468 ―1：11．51� 8．0
78 ビップソルダー 牡2鹿 54 武 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 458 ―1：12．03 7．8�
79 アオテンジョウ 牡2栗 54 丸山 元気北所 直人氏 上原 博之 登別 ユートピア牧場 470 ―1：12．85 110．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，625，200円 複勝： 51，922，600円 枠連： 9，221，100円
馬連： 36，560，900円 馬単： 29，917，400円 ワイド： 24，046，100円
3連複： 48，736，300円 3連単： 96，195，900円 計： 328，225，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 890円 � 220円 枠 連（1－5） 4，250円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 300円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 29，480円

票 数

単勝票数 計 316252 的中 � 168208（1番人気）
複勝票数 計 519226 的中 � 341854（1番人気）� 4763（10番人気）� 27228（4番人気）
枠連票数 計 92211 的中 （1－5） 1680（13番人気）
馬連票数 計 365609 的中 �� 6985（13番人気）
馬単票数 計 299174 的中 �� 4698（14番人気）
ワイド票数 計 240461 的中 �� 3541（18番人気）�� 24263（3番人気）�� 1267（38番人気）
3連複票数 計 487363 的中 ��� 5577（22番人気）
3連単票数 計 961959 的中 ��� 2365（98番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．5―11．6―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．1―46．7―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンドキャンノ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2014．2．8生 牡2鹿 母 レイズアンドコール 母母 モーリストンベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 アオテンジョウ号は，発進不良〔出遅れ〕。

17018 6月19日 晴 良 （28函館1）第2日 第6競走 ��
��1，800�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
1：46．0
1：43．9

良
良

69 フィエスタオーレ 牝3黒鹿 54
52 △加藤 祥太�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434＋ 41：48．6 9．9�
57 デ ィ ク タ ム 牡3鹿 56 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 ハナ 14．7�
11 ギ ャ ツ ビ ー 牡3栗 56 丸田 恭介 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 444± 01：48．81� 37．1�
33 	 ハットプレイ 牡3青鹿56 藤岡 康太ライオンレースホース� 森田 直行 米 Hidaka Farm 450＋ 61：48．9� 7．3�
46 コスモリシャール 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新ひだか 静内酒井牧場 446± 01：49．0� 10．8	
712 カパオパンゴ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹吉田 勝己氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：49．1� 2．9

711 アグネスザルーツ 牡3栗 56 三浦 皇成渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 4．8�
58 	 スケッチブック 牡3鹿 56 藤岡 佑介大塚 亮一氏 斉藤 崇史 英 Mill House

Stud 486± 01：49．42 22．6�
34 イルミナーレ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 448＋341：49．5� 71．6
45 レ ク エ ル ド 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁山本 武司氏 高市 圭二 浦河 笠松牧場 456－ 41：49．6� 51．2�
814 ベルウッドレオーネ 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 富菜牧場 424－121：49．81
 28．6�
610 ヤマニンオクサー 牡3鹿 56 戸崎 圭太土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 456－ 21：50．01
 6．8�
22 ラッシングベル 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 438－ 41：52．4大差 119．2�
813 ミスズマンボ 牝3青鹿54 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 462－141：52．93 95．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，375，000円 複勝： 24，896，100円 枠連： 11，787，400円
馬連： 32，835，600円 馬単： 16，889，600円 ワイド： 22，882，700円
3連複： 46，095，400円 3連単： 57，833，300円 計： 232，595，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 310円 � 400円 � 880円 枠 連（5－6） 2，080円

馬 連 �� 5，260円 馬 単 �� 11，450円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 6，010円 �� 3，830円

3 連 複 ��� 63，080円 3 連 単 ��� 325，030円

票 数

単勝票数 計 193750 的中 � 15558（5番人気）
複勝票数 計 248961 的中 � 23241（4番人気）� 16709（6番人気）� 6680（10番人気）
枠連票数 計 117874 的中 （5－6） 4381（8番人気）
馬連票数 計 328356 的中 �� 4829（19番人気）
馬単票数 計 168896 的中 �� 1106（40番人気）
ワイド票数 計 228827 的中 �� 3318（20番人気）�� 970（50番人気）�� 1532（39番人気）
3連複票数 計 460954 的中 ��� 548（148番人気）
3連単票数 計 578333 的中 ��� 129（769番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―12．5―12．4―12．1―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．2―48．7―1：01．1―1：13．2―1：25．0―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィエスタオーレ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．10．31 京都15着

2013．2．23生 牝3黒鹿 母 カーナヴァル 母母 キュンティア 4戦1勝 賞金 5，550，000円
〔制裁〕 イルミナーレ号の騎手原田和真は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスズマンボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月19日まで平地競走

に出走できない。



17019 6月19日 晴 稍重 （28函館1）第2日 第7競走 ��1，700�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
1：42．0
1：41．7

重
不良

710 エ ポ ッ ク 牡3黒鹿54 藤岡 佑介吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B498－ 41：45．7 6．4�
68 ベーリングメファ 牝4栗 55 岩田 康誠手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 454＋ 21：45．8� 2．9�
57 コスモカナディアン 牡3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 462± 01：46．12 7．1�
33 トウケイフクキタル 牡3栗 54 戸崎 圭太木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 466± 01：46．31 7．8�
45 シゲルクロダイ 牡3鹿 54

52 △井上 敏樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 494± 01：46．4� 59．2�
44 メイショウナゴミ 牝4青鹿55 藤岡 康太松本 好	氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 444± 01：46．5� 3．8

11 セレンディップ 牝3栗 52 三浦 皇成星野 壽市氏 上原 博之 日高 前野牧場 506＋ 81：46．71� 96．2�
22 マルカライン 牡4栗 57 丸山 元気日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 504－ 21：46．8クビ 27．4�
813 タイキオールブルー 牡4青鹿57 北村 友一�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 440＋ 2 〃 ハナ 37．3
711 カ イ マ ノ ア 牡4栗 57 吉田 隼人山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 482－ 61：47．22� 31．8�
812� ワイドヴィンチェレ 牡4黒鹿 57

55 △加藤 祥太幅田 昌伸氏 笹田 和秀 浦河 有限会社
吉田ファーム 406－141：48．79 279．8�

69 エターナルユース 牝3栗 52 古川 吉洋 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 428＋141：49．01� 20．5�

56 ユ イ マ ー ル 	4鹿 57 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 新冠 パカパカ
ファーム 478－ 41：49．74 18．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，954，500円 複勝： 27，632，600円 枠連： 9，784，500円
馬連： 41，153，600円 馬単： 19，515，600円 ワイド： 24，659，600円
3連複： 53，717，200円 3連単： 70，690，100円 計： 268，107，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 160円 � 130円 � 170円 枠 連（6－7） 690円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 430円 �� 640円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 11，070円

票 数

単勝票数 計 209545 的中 � 25924（3番人気）
複勝票数 計 276326 的中 � 40740（3番人気）� 60521（1番人気）� 39242（4番人気）
枠連票数 計 97845 的中 （6－7） 10874（3番人気）
馬連票数 計 411536 的中 �� 29544（3番人気）
馬単票数 計 195156 的中 �� 6217（6番人気）
ワイド票数 計 246596 的中 �� 14921（3番人気）�� 9355（8番人気）�� 17187（2番人気）
3連複票数 計 537172 的中 ��� 18153（4番人気）
3連単票数 計 706901 的中 ��� 4629（21番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．9―12．7―12．9―12．2―12．4―12．3―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．8―42．5―55．4―1：07．6―1：20．0―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

エ ポ ッ ク �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2015．6．20 阪神1着

2013．2．9生 牡3黒鹿 母 セクシーザムライ 母母 Powder 10戦2勝 賞金 24，400，000円

17020 6月19日 晴 良 （28函館1）第2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

11 トロピカルガーデン 牝4鹿 55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 486＋181：08．1 6．0�
23 ショウナンアヴィド 牡3青鹿54 岩田 康誠�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B480± 01：08．2� 8．6�
24 フェアラフィネ 牝4芦 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 448＋101：08．3� 2．7�
815 コスモイノセント 牡5青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 472－ 61：08．4� 9．4�
612� シャトルソニック 牡4鹿 57

55 △長岡 禎仁細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 482－141：08．61	 101．4�
59 ユメノマイホーム 牝4栗 55 吉田 隼人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 446＋ 2 〃 クビ 8．5	
35 ジンセイハオマツリ 牡6黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 496－ 81：08．7クビ 45．9

12 � レーヴドプランス 
6鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 柴田 政人 浦河 ガーベラパー

クスタツド 482－141：08．91	 149．6�
714 イ ス ル ギ 牝5黒鹿 55

53 △城戸 義政山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 454－ 2 〃 クビ 96．8�

48 ク ロ ー ソ ー 牝4鹿 55
53 △加藤 祥太大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 420＋ 21：09．11	 9．4

611 トミケンフィアブル 牡6栗 57 川須 栄彦冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 高野牧場 492＋10 〃 ハナ 289．0�
510 ワイエムデマクール 牡3栗 54

52 △井上 敏樹�サンライズ 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 464－ 81：09．31� 60．5�

713 トウカイクローネ 牡4青鹿57 四位 洋文内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 476＋141：09．5� 30．2�
36 ポルボローネ 牝4栗 55 藤岡 佑介小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 428± 01：09．92� 15．4�
47 � ハギノフェリス 牝5鹿 55 丸田 恭介安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 422－ 2 〃 ハナ 151．6�
816 コパノマリーン 牝3鹿 52 戸崎 圭太小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 444＋22 〃 ハナ 9．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，487，700円 複勝： 32，307，500円 枠連： 12，590，800円
馬連： 48，533，600円 馬単： 23，976，100円 ワイド： 30，249，600円
3連複： 69，372，000円 3連単： 92，090，100円 計： 332，607，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 260円 � 150円 枠 連（1－2） 670円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 960円 �� 360円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 19，210円

票 数

単勝票数 計 234877 的中 � 31190（2番人気）
複勝票数 計 323075 的中 � 42194（2番人気）� 26155（6番人気）� 68871（1番人気）
枠連票数 計 125908 的中 （1－2） 14562（2番人気）
馬連票数 計 485336 的中 �� 13455（11番人気）
馬単票数 計 239761 的中 �� 2937（26番人気）
ワイド票数 計 302496 的中 �� 7536（12番人気）�� 23201（1番人気）�� 12856（4番人気）
3連複票数 計 693720 的中 ��� 16933（4番人気）
3連単票数 計 920901 的中 ��� 3475（34番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．1―11．3―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．7―45．0―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．4
3 ・（1，4）（3，12，15）16（2，5）8（9，14，13）－（10，11）（6，7） 4 ・（1，4）（3，12，15）（2，5）16（9，14，8）13－（10，11）（6，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トロピカルガーデン �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 Woodman デビュー 2014．7．6 中京10着

2012．2．28生 牝4鹿 母 ウディバードソング 母母 All for Erika 19戦3勝 賞金 50，060，000円
〔制裁〕 クローソー号の騎手加藤祥太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13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。
（非当選馬） 1頭 フレンチイデアル号



17021 6月19日 晴 良 （28函館1）第2日 第9競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走14時15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
1：57．8
1：56．1

良
良

34 テ オ ド ー ル 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528－ 21：59．9 1．8�
46 ロングスピーク 牡4鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 572－14 〃 クビ 6．9�
712 マイネルプレッジ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 436－122：00．21� 13．1�
11 ル ア ン ジ ュ 牝4青 55 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 478－ 22：00．3	 9．4�
711 ピッツィカート 牡3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 クビ 11．5	
57 ル レ イ ヴ 
4黒鹿57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 470－142：00．4クビ 70．2

22 � ダブルフラワー 牝4栗 55 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 488＋ 42：00．61� 26．2�
69 キャノンストーム 牡3黒鹿54 武 豊前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 22：01．13 5．8�
33 � エリモジパング 牡6青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 476± 0 〃 アタマ 118．2
58 タルトオポム 牡5黒鹿57 嶋田 純次亀山 敬司氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：01．31� 77．7�
814 ストリートオベロン 牡4黒鹿57 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 468＋ 42：01．61� 90．8�
813� ライトパープル 牡5鹿 57 丸山 元気�フォーレスト 伊藤 大士 新ひだか 嶋田牧場 478－142：01．91� 117．5�
45 � ヒメキヨヒダカ 牝4黒鹿55 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 458＋14 〃 クビ 190．5�
610 トーセンナチュラル 牝4黒鹿 55

53 △井上 敏樹島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 436＋122：02．22 43．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，207，500円 複勝： 40，091，100円 枠連： 12，929，000円
馬連： 58，037，200円 馬単： 34，706，900円 ワイド： 35，176，500円
3連複： 81，074，700円 3連単： 142，290，600円 計： 434，513，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 230円 枠 連（3－4） 920円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 490円 �� 420円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 8，010円

票 数

単勝票数 計 302075 的中 � 131772（1番人気）
複勝票数 計 400911 的中 � 172385（1番人気）� 30621（4番人気）� 28995（6番人気）
枠連票数 計 129290 的中 （3－4） 10887（4番人気）
馬連票数 計 580372 的中 �� 46010（4番人気）
馬単票数 計 347069 的中 �� 19183（6番人気）
ワイド票数 計 351765 的中 �� 18772（5番人気）�� 22715（4番人気）�� 7544（15番人気）
3連複票数 計 810747 的中 ��� 23354（9番人気）
3連単票数 計1422906 的中 ��� 12865（18番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―12．3―12．5―13．0―12．3―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．9―34．1―46．4―58．9―1：11．9―1：24．2―1：36．1―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
6，3＝5－8，4，10（2，1）－13（7，11）（9，14）12・（6，3）－5（1，8）（2，4）9（7，11，13，10）14，12

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

勝馬の
紹 介

テ オ ド ー ル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．27 東京9着

2013．5．6生 牡3鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 8戦2勝 賞金 22，000，000円
※ダブルフラワー号・ルアンジュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17022 6月19日 晴 稍重 （28函館1）第2日 第10競走 ��
��1，700�

き こ な い

木 古 内 特 別
発走14時50分 （ダート・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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：42．0
1：41．7

重
不良

812 サトノファンタシー 牡3鹿 54 戸崎 圭太里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 482± 01：45．6 2．6�
44 ニシオボヌール �4黒鹿57 武 豊西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 B480＋ 41：46．23	 3．6�
55 オイルタウン 牡4栗 57 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 470＋ 41：46．52 17．6�
67 ノースランドボーイ �4青 57 丸田 恭介河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 474－ 61：46．6
 28．7�
11 ツクバイーメーカー 牡4鹿 57 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム 500－ 6 〃 ハナ 5．3�
79 マイネルアトゥー 牡3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 2 〃 ハナ 14．4	
33 ヒルノデンハーグ �4栗 57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 480＋101：46．81	 10．9

68 マイグランクロア 牝3鹿 52 吉田 隼人吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 470＋ 21：46．9クビ 34．1�
710 コマノサラサ 牝4栗 55 岩田 康誠長谷川芳信氏 庄野 靖志 新ひだか 西川富岡牧場 466＋ 21：47．0
 12．4�
811 マウイノカオイ 牡6鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 480－ 21：47．63	 118．8
22 ゴールドグローリー 牝4栗 55 柴山 雄一居城 要氏 西村 真幸 新冠 北勝ファーム 500＋ 81：47．7	 169．9�
56 サダムダイジョウブ 牡6青 57 北村 友一大西 定氏 中尾 秀正 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506± 01：47．91	 28．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，036，400円 複勝： 36，491，700円 枠連： 15，587，700円
馬連： 67，850，300円 馬単： 35，418，100円 ワイド： 39，864，000円
3連複： 91，417，600円 3連単： 140，756，500円 計： 458，422，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 150円 � 270円 枠 連（4－8） 500円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 290円 �� 990円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 8，780円

票 数

単勝票数 計 310364 的中 � 93627（1番人気）
複勝票数 計 364917 的中 � 82333（1番人気）� 70098（2番人気）� 26006（5番人気）
枠連票数 計 155877 的中 （4－8） 23879（1番人気）
馬連票数 計 678503 的中 �� 110208（1番人気）
馬単票数 計 354181 的中 �� 31213（1番人気）
ワイド票数 計 398640 的中 �� 40774（1番人気）�� 9503（12番人気）�� 12033（9番人気）
3連複票数 計 914176 的中 ��� 26165（5番人気）
3連単票数 計1407565 的中 ��� 11612（11番人気）

ハロンタイム 6．8―11．7―12．1―12．3―12．5―12．0―12．2―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．5―30．6―42．9―55．4―1：07．4―1：19．6―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノファンタシー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2015．12．19 阪神1着

2013．5．4生 牡3鹿 母 ディナーブレイク 母母 Romanticat 3戦2勝 賞金 19，699，000円



17023 6月19日 晴 良 （28函館1）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第23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 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

816 ソルヴェイグ 牝3栗 50 丸田 恭介�G1レーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 41：07．8レコード 39．4�

23 シ ュ ウ ジ 牡3鹿 52 岩田 康誠安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 486－ 8 〃 ハナ 6．0�
11 レッツゴードンキ 牝4栗 54 吉田 隼人廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 476± 01：08．01
 8．1�
59 アクティブミノル 牡4黒鹿56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 480－ 2 〃 クビ 6．0�
35 エ ポ ワ ス �8鹿 56 杉原 誠人多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 486＋ 61：08．1� 33．6�
47 オメガヴェンデッタ �5鹿 56 武 豊原 子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 クビ 4．9	
24 オデュッセウス 牡3鹿 52 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：08．2� 7．9

48 テ ィ ソ ー ナ 牡3黒鹿52 柴山 雄一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：08．41
 17．7�
713 アースソニック 牡7鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 492＋ 4 〃 ハナ 36．8
12 ヤマニンプチガトー 牝7栗 54 村田 一誠土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 494± 0 〃 ハナ 150．9�
815 ファントムロード �8鹿 56 藤岡 佑介�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 488－ 2 〃 ハナ 76．4�
612 ティーハーフ 牡6栗 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 61：08．5� 6．8�
714 ローレルベローチェ 牡5栗 56 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 508± 01：08．71 8．0�
36 セイコーライコウ 牡9鹿 57 柴田 善臣竹國美枝子氏 竹内 正洋 新ひだか 明治牧場 484－ 81：08．91
 107．6�
510 スカイキューティー 牝6黒鹿54 勝浦 正樹杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 488＋ 81：09．0� 175．8�
611 キャンディバローズ 牝3鹿 50 菱田 裕二猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 400－ 81：09．1� 32．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 170，010，800円 複勝： 226，997，000円 枠連： 110，343，300円
馬連： 629，523，000円 馬単： 245，211，000円 ワイド： 290，260，300円
3連複： 1，152，200，700円 3連単： 1，713，464，700円 計： 4，538，010，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，940円 複 勝 � 850円 � 250円 � 320円 枠 連（2－8） 3，850円

馬 連 �� 17，090円 馬 単 �� 36，650円

ワ イ ド �� 4，740円 �� 6，050円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 43，840円 3 連 単 ��� 397，650円

票 数

単勝票数 計1700108 的中 � 34435（12番人気）
複勝票数 計2269970 的中 � 60131（12番人気）� 270702（3番人気）� 190048（7番人気）
枠連票数 計1103433 的中 （2－8） 22172（18番人気）
馬連票数 計6295230 的中 �� 28543（54番人気）
馬単票数 計2452110 的中 �� 5017（108番人気）
ワイド票数 計2902603 的中 �� 15508（55番人気）�� 12096（61番人気）�� 75700（9番人気）
3連複票数 計11522007 的中 ��� 19707（142番人気）
3連単票数 計17134647 的中 ��� 3124（1104番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．0―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．4―44．9―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．4
3 14，16，9（3，11）7（1，10）（4，5，8，13）12（2，6）－15 4 ・（14，16）9（3，11）7（1，10）（5，8）（4，13，12）（2，6）15

勝馬の
紹 介

ソルヴェイグ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．11．15 京都1着

2013．3．4生 牝3栗 母 アスドゥクール 母母 アイリッシュカーリ 7戦3勝 賞金 104，224，000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 セカンドテーブル号

17024 6月19日 晴 良 （28函館1）第2日 第12競走 ��
��1，800�

ほ く と

北 斗 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．6．20以降28．6．12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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

714� ルグランフリソン 牡3鹿 53 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 458－ 81：46．6 14．9�

36 サーブルオール 牡3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 4．8�
48 マキシマムドパリ 牝4芦 56 武 豊 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 456＋ 41：46．7� 1．7�
11 トミケンスラーヴァ 牡6鹿 55 長岡 禎仁冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 504± 01：46．8� 16．1�
23 エイシンノーティス 牝5鹿 52 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 458＋ 61：47．01	 17．5	
510 フ ァ シ ー ノ 牡5鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 468－ 61：47．1� 27．4

12 ツクバアスナロ 牝5鹿 52 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 洞
湖 レイクヴィラファーム 460± 01：47．31	 87．8�
24 タガノエンブレム 牡6青鹿55 古川 吉洋八木 良司氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 6 〃 ハナ 28．5�
815 パリカラノテガミ 牡5鹿 54 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 450＋101：47．4クビ 16．0
816 シンボリジャズ 牡6鹿 55 四位 洋文シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 496－ 2 〃 ハナ 14．3�
47 � メイショウテッサイ 牡8鹿 53 丸田 恭介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 496－ 41：47．61	 82．8�
59 ベストセラーアスク 牝5鹿 53 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 426＋ 4 〃 クビ 55．7�
713 シベリアンタイガー �5鹿 53 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 466－ 21：47．81 89．2�
612 アドマイヤカーリン 牡8青鹿54 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 21：48．01	 115．3�
611� ブルーホール 牡5青鹿53 横山 和生�Basic 池上 昌和 新冠 佐藤 信広 450＋ 21：48．42 204．8�
35 � エイシンスペーシア �5栗 53 菱田 裕二岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 B448－ 4 〃 クビ 214．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，719，900円 複勝： 67，423，800円 枠連： 30，234，700円
馬連： 112，064，800円 馬単： 61，008，600円 ワイド： 68，021，800円
3連複： 164，940，600円 3連単： 277，549，600円 計： 829，963，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 340円 � 150円 � 110円 枠 連（3－7） 3，500円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 10，080円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 580円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 23，090円

票 数

単勝票数 計 487199 的中 � 26152（4番人気）
複勝票数 計 674238 的中 � 27600（8番人気）� 96458（2番人気）� 277071（1番人気）
枠連票数 計 302347 的中 （3－7） 6694（14番人気）
馬連票数 計1120648 的中 �� 20978（12番人気）
馬単票数 計 610086 的中 �� 4539（30番人気）
ワイド票数 計 680218 的中 �� 14767（11番人気）�� 27474（6番人気）�� 103408（1番人気）
3連複票数 計1649406 的中 ��� 62166（5番人気）
3連単票数 計2775496 的中 ��� 8712（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―35．2―47．4―59．5―1：11．8―1：23．6―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8
1
3
14，6（3，8）（1，11，12）16（2，4）13（5，9）（7，10）15
14－（6，8）（3，12，16）11（1，4，10）（2，13，15）（9，7）5

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

勝馬の
紹 介

�ルグランフリソン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．8．2 新潟1着

2013．3．21生 牡3鹿 母 Leaning Tower 母母 Valse Musette 10戦3勝 賞金 43，230，000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。
（非抽選馬） 2頭 カシノインカローズ号・モンドシャルナ号

３レース目



（28函館1）第2日 6月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 166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

224，800，000円
2，530，000円
6，880，000円
1，850，000円
25，190，000円
64，157，000円
4，588，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
451，737，300円
614，429，100円
249，848，200円
1，165，642，300円
547，183，100円
626，303，700円
1，906，304，500円
2，873，775，200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 8，435，223，400円

総入場人員 13，859名 （有料入場人員 ）
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