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17037 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

牝，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
1：43．1
1：41．7

稍重
不良

45 アドマイヤゼファー 牝3鹿 54 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444－ 41：47．6 4．4�
57 トゥザレジェンド 牝3栗 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：48．34 1．9�
22 シャトルダンサー 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 448－ 61：48．51� 10．2�
44 ブロンドヒロイン 牝3栗 54 津村 明秀 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 454＋101：49．03 16．3�
56 ヤマニンサッチェル 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 428－ 21：49．2� 26．3�
711 ルミアージュ 牝3栗 54 松田 大作 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 492－ 41：49．62� 7．7	
710 サーストンララア 牝3鹿 54 黛 弘人齊藤 宣勝氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：49．92 254．2

68 ディアリヴァル 牝3青鹿 54

52 △菱田 裕二ディアレスト 水野 貴広 新ひだか 大典牧場 B466＋201：50．32� 66．2�
69 ウイッチワンド 牝3黒鹿54 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 友田牧場 428＋121：50．93� 31．2�
812 プレシャスデイズ 牝3栗 54 三浦 皇成 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 428＋101：51．22 58．9�
33 タガノゴッデス 牝3黒鹿54 大野 拓弥八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 438＋261：52．26 89．4�
813 ミラクルセレーネ 牝3鹿 54 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 坂本牧場 448＋ 21：52．73 24．5�
11 ジューヌフルール 牝3栗 54 荻野 琢真飯田 正剛氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 510－ 21：53．23 20．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，709，000円 複勝： 22，337，700円 枠連： 7，083，500円
馬連： 25，992，000円 馬単： 21，297，900円 ワイド： 15，141，700円
3連複： 41，454，100円 3連単： 73，956，900円 計： 220，972，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 120円 � 220円 枠 連（4－5） 350円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 210円 �� 570円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 6，710円

票 数

単勝票数 計 137090 的中 � 24839（2番人気）
複勝票数 計 223377 的中 � 45282（2番人気）� 61556（1番人気）� 19487（4番人気）
枠連票数 計 70835 的中 （4－5） 15064（1番人気）
馬連票数 計 259920 的中 �� 45354（1番人気）
馬単票数 計 212979 的中 �� 15357（3番人気）
ワイド票数 計 151417 的中 �� 22052（1番人気）�� 5801（5番人気）�� 7994（4番人気）
3連複票数 計 414541 的中 ��� 23076（2番人気）
3連単票数 計 739569 的中 ��� 8140（11番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．9―12．7―13．6―13．1―12．6―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．8―42．5―56．1―1：09．2―1：21．8―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．4
1
3
12（2，9，11）3，1（4，6）13，7（5，8）10・（2，5）4（11，8）（12，7）9，6（3，10）－1－13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤゼファー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．7．15 函館2着

2010．2．9生 牝3鹿 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 6戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕ミラクルセレーネ号・ジューヌフルール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

7月23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 オクターヴ号

17038 6月23日 晴 良 （25函館1）第4日 第2競走 ��
��1，000�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
57．7
57．1

重
稍重

56 ラフジェントリー 牡3黒鹿56 三浦 皇成今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ
ネツ牧場 B476－ 2 58．8 1．6�

67 � アスターストーム 牡3鹿 56 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 米
Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

480＋10 〃 クビ 6．9�
33 � ブルーモントレー 牝3栗 54

52 △菱田 裕二�須野牧場 和田 正道 米 Fares
Farm, LLC 468＋ 2 59．11� 25．7�

22 グランデミルク 牝3黒鹿54 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新ひだか 鳥谷 勝彦 478＋ 2 〃 アタマ 5．6�
710 ヒカリマサムネ 牡3栗 56 大野 拓弥�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 460－ 2 59．31	 12．2	
68 ト ド ロ ッ ク 牡3鹿 56 上村 洋行山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 484＋ 4 59．5� 8．9

11 グランデラポール 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 絵笛牧場 476＋ 41：00．24 99．1�
79 バトルタイムレス 牝3栗 54

51 ▲横山 和生宮川 秋信氏 田島 俊明 新冠 川島牧場 440－161：00．94 248．3�
812 モストヴェルデ 牡3鹿 56 丸山 元気 キャロットファーム 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 468＋ 21：01．1� 18．9�
55 エキゾチックローズ 牝3栗 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 434－ 61：02．9大差 177．4�
44 カシノフェアリー 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 404＋221：03．32
 351．5�
811 ヤマニンサティネ 牝3青鹿 54

51 ▲城戸 義政土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 494 ―1：03．83 353．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，636，600円 複勝： 34，440，000円 枠連： 6，420，400円
馬連： 23，810，800円 馬単： 20，216，400円 ワイド： 13，787，300円
3連複： 37，052，600円 3連単： 73，901，200円 計： 226，265，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 560円 枠 連（5－6） 280円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 270円 �� 780円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 9，870円

票 数

単勝票数 計 166366 的中 � 82793（1番人気）
複勝票数 計 344400 的中 � 179851（1番人気）� 31363（4番人気）� 7551（7番人気）
枠連票数 計 64204 的中 （5－6） 17159（1番人気）
馬連票数 計 238108 的中 �� 36226（2番人気）
馬単票数 計 202164 的中 �� 18874（2番人気）
ワイド票数 計 137873 的中 �� 15337（3番人気）�� 4108（9番人気）�� 1844（17番人気）
3連複票数 計 370526 的中 ��� 8266（12番人気）
3連単票数 計 739012 的中 ��� 5531（33番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．2―34．9―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフジェントリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．1．27 中京10着

2010．3．2生 牡3黒鹿 母 カネツプリンセス 母母 プロポーション 5戦1勝 賞金 7，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エキゾチックローズ号・ヤマニンサティネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年7月23日まで平地競走に出走できない。
カシノフェアリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月23日まで平地競
走に出走できない。

第１回 函館競馬 第４日


