
１８０４８ ６月２９日 晴 良 （２０函館１）第４日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時３０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．４
１：０６．５

良

良

７１３ エーシンアロー 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎平井 宏承氏 武 邦彦 浦河 栄進牧場 ４７６± ０１：０９．２ ２．４�

４８ メジロアースラ 牝３青鹿５２ 長谷川浩大�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４６８－ ２１：０９．５１� １４．６�
５９ アンソロジー 牝４鹿 ５５

５４ ☆北村 友一 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４３６＋ ４１：０９．６� １１．８�
２４ エムオーミラクル 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲三浦 皇成大浅 貢氏 久保田貴士 門別 門別牧場 ４５０＋ ２１：０９．８１� ３．８�
５１０� シルクマタドール 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆的場 勇人有限会社シルク柴田 政人 新冠 ハシモトフアーム ４６８－ ８１：０９．９� １０９．０�
８１５ バーグドール 牝４鹿 ５５ 木幡 初広松岡 隆雄氏 石坂 正 門別 下河辺牧場 ４６４＋ ６１：１０．１１� ３９．６�
６１２� ハギノアスラン 	４鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４４０＋ ８１：１０．２� ６２．９	
２３ � ウインウラカワ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎�小林牧場 田中 章博 浦河 本巣 政治 ４２４＋ ８１：１０．３クビ １１３．９

６１１ ブラウンキャット 牝４栗 ５５ 津村 明秀キャピタルクラブ 安田 隆行 大樹 大樹ファーム ４３０＋１２１：１０．５１� ２３．４�
１１ ブラックティー 牝４鹿 ５５ 池添 謙一�日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム ４４４－ ６ 〃 クビ １２．４�
８１６ ケイアイエーデル 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥亀田 守弘氏 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４２６＋１２１：１０．６クビ ９．９
７１４ ドリームタイガー 牡５芦 ５７ 藤岡 佑介ドリームターフ組合 二ノ宮敬宇 静内 タイヘイ牧場 B４９６＋ ６ 〃 ハナ １９．０�
３６ � プリンセスジネブラ 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳�吉田牧場 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４８４＋１０ 〃 ハナ １５５．８�
１２ � オンワードミート 牝５栗 ５５ 鈴来 直人�オンワード牧場 松山 将樹 新冠 高橋 忍 ５０６－ ４ 〃 クビ １７４．８�
３５ � ス タ ー ダ ム 牝３黒鹿５２ 郷原 洋司栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 静内 荒谷 英俊 B４８０＋ ４１：１０．７� ９４．２�
４７ チョコクランチ 牝３鹿 ５２

４９ ▲丸田 恭介 �キャロットファーム 田中 清隆 門別 北海牧場 ４５２＋１８１：１１．０２ １４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６８８，９００円 複勝： ２４，８７８，３００円 枠連： ２５，０８６，２００円

普通馬連： １０７，２１４，９００円 馬単： ７５，１９０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９１５，８００円

３連複： １２６，７６０，９００円 ３連単： ３０４，４７４，８００円 計： ７１５，２１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ２９０円 � ３５０円 枠 連（４－７） ７７０円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ６４０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ４，８３０円 ３ 連 単 ��� １８，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２１６８８９ 的中 � ７１８０５（１番人気）
複勝票数 計 ２４８７８３ 的中 � ６８７９３（１番人気）� １８６００（３番人気）� １４９６２（６番人気）
枠連票数 計 ２５０８６２ 的中 （４－７） ２４０７８（３番人気）
普通馬連票数 計１０７２１４９ 的中 �� ４９６４５（５番人気）
馬単票数 計 ７５１９０２ 的中 �� ２５４８２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９１５８ 的中 �� １１２６８（４番人気）�� １１８１４（３番人気）�� ４８５０（１６番人気）
３連複票数 計１２６７６０９ 的中 ��� １９３７７（１１番人気）
３連単票数 計３０４４７４８ 的中 ��� １２０７９（４２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．２―１１．７―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．５―４５．２―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンアロー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．７．２２ 函館４着

２００４．５．２生 牡４鹿 母 エイシンリーズン 母母 サファイアブルー １３戦３勝 賞金 ４０，８６７，０００円
〔制裁〕 ブラウンキャット号の調教師安田隆行は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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 チアズウイナー号・ニシノオニテツマル号


