
１８００６ ６月２１日 晴 良 （２０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 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

８１２ ニシノレイチェル 牝３栗 ５４ 長谷川浩大西山 茂行氏 北出 成人 鵡川 西山牧場 ４８０＋ ６２：０３．１ ３．４�

５６ ホークウィンザー 牡３芦 ５６ 武 幸四郎小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４３４＋ ４２：０３．２� １２１．０�
３３ フロイラインローゼ 牝３鹿 ５４

５３ ☆北村 友一 �サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４２４＋ ８２：０３．４１� ６．６�
４４ マーベラスブレイド 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 浦河 鎌田 正嗣 ４４２＋ ２２：０３．６１� ９．３�
７１０ ラインウインド 牡３鹿 ５６ 松田 大作大澤 繁昌氏 昆 貢 静内 高橋 修 ４４４ ―２：０３．７� ９４．８�
５７ スズカゲイル 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 小島牧場 ４１６－ ２２：０３．８� １０．６	
７１１ マジックロード 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４８６＋ ４ 〃 クビ ８．５

６９ メイショウジャイロ 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔松本 和子氏 小島 貞博 浦河 富田牧場 ４７４＋１４２：０４．０１� ３．１�
４５ プライドエンブレム 牡３青 ５６ 四位 洋文吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ８２：０４．２１� ２４．８�
６８ トラストジェニオ 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成菅波 雅巳氏 河野 通文 三石 鳥井牧場 ４２８＋ ２２：０４．４１� ４２．７
１１ サーパスオール 牡３鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真河村 �平氏 荒川 義之 浦河 不二牧場 ４４２＋１６２：０４．５� ２１７．１�
２２ フジヤマワンダー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介藤本 龍也氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ５００± ０ 〃 アタマ ２４．５�
８１３ マイソールビート 牡３栗 ５６ 池添 謙一五影 慶則氏 西浦 勝一 門別 長田ファーム ４４０－ ２２：０５．０３ ２３．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，５２５，５００円 複勝： ２３，６０２，４００円 枠連： １３，１２１，５００円

普通馬連： ４０，２５０，２００円 馬単： ４１，３５０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２６０，８００円

３連複： ６５，７８５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２１１，８９６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １９０円 � ３，４８０円 � ２１０円 枠 連（５－８） １，７６０円

普通馬連 �� ２４，１６０円 馬 単 �� ３６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，１８０円 �� ５２０円 �� ７，６３０円

３ 連 複 ��� ４６，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３５２５５ 的中 � ３１５７７（２番人気）
複勝票数 計 ２３６０２４ 的中 � ４１０１４（２番人気）� １２８６（１２番人気）� ３２１６７（３番人気）
枠連票数 計 １３１２１５ 的中 （５－８） ５５０６（９番人気）
普通馬連票数 計 ４０２５０２ 的中 �� １２３０（４７番人気）
馬単票数 計 ４１３５００ 的中 �� ８３０（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２６０８ 的中 �� ５４１（４８番人気）�� ７４８６（４番人気）�� ４３７（５３番人気）
３連複票数 計 ６５７８５９ 的中 ��� １０４９（１１０番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１１．４―１２．６―１３．０―１３．１―１２．７―１２．４―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．６―３５．０―４７．６―１：００．６―１：１３．７―１：２６．４―１：３８．８―１：５０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．７
１
３
２，９（４，１３）（１，７，１１）３－（８，１０）－１２－６，５・（２，９）（４，１３，１１）７（１，１０，８）３，１２，６－５

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

勝馬の
紹 介

ニシノレイチェル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．３．２９ 阪神３着

２００５．５．１４生 牝３栗 母 セイウンユウカ 母母 ワンモアギャル ５戦１勝 賞金 ９，３００，０００円


