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15025 6月8日 曇 良 （25東京3）第3日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

47 デンコウアローズ 牝3鹿 54 柴田 善臣田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 444＋ 41：26．7 5．1�
24 アポロレジーナ 牝3鹿 54 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 482＋ 61：26．8� 1．7�
612 ヒ メ シ ャ ラ 牝3鹿 54 武士沢友治松本 俊廣氏 勢司 和浩 新冠 タニグチ牧場 486＋ 61：27．01� 420．4�
611 グラマラスグロウ 牝3鹿 54 村田 一誠首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 B450± 01：27．1� 14．2�
59 レッドキュラス 牝3鹿 54 松岡 正海手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 450＋ 41：27．42 35．6�
48 ニキーヤダイヤ 牝3栗 54 内田 博幸池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 468＋ 21：27．5クビ 17．3�
36 ジョリファム 牝3青鹿54 吉田 隼人石瀬 浩三氏 大竹 正博 洞爺湖 メジロ牧場 450＋ 81：27．81� 349．0	
35 ブラックジュエル 牝3黒鹿54 大野 拓弥
三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 430－181：27．9� 149．9�
714 ヴェルタート 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 482＋141：28．32� 13．7
23 シ ェ ー ル 牝3芦 54

51 ▲伴 啓太谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 432－ 2 〃 ハナ 19．4�
11 ヤマニンソルシェ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 436＋ 41：28．51� 27．9�
713 マザーズアイ 牝3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 454＋ 21：28．6� 12．4�
12 リーサムフェア 牝3鹿 54 蛯名 正義平田 修氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 484 ―1：29．02� 138．3�
816 ロンギングシャネル 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 514 ―1：29．21� 308．0�
815 プレシャスクラウン 牝3青鹿 54

51 ▲山崎 亮誠
日進牧場 矢野 照正 浦河 赤田牧場 456＋ 21：29．51� 93．4�
510 ス マ ッ シ ュ 牝3黒鹿54 三浦 皇成青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム 478＋ 81：30．24 37．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，900，300円 複勝： 79，475，700円 枠連： 18，142，500円
馬連： 57，981，700円 馬単： 46，164，600円 ワイド： 35，125，900円
3連複： 85，938，900円 3連単： 150，121，000円 計： 500，850，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 110円 � 5，060円 枠 連（2－4） 300円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 190円 �� 14，970円 �� 7，830円

3 連 複 ��� 31，360円 3 連 単 ��� 115，890円

票 数

単勝票数 計 279003 的中 � 43456（2番人気）
複勝票数 計 794757 的中 � 107183（2番人気）� 449388（1番人気）� 1434（16番人気）
枠連票数 計 181425 的中 （2－4） 45600（1番人気）
馬連票数 計 579817 的中 �� 107762（1番人気）
馬単票数 計 461646 的中 �� 27306（3番人気）
ワイド票数 計 351259 的中 �� 62329（1番人気）�� 475（71番人気）�� 912（51番人気）
3連複票数 計 859389 的中 ��� 2023（67番人気）
3連単票数 計1501210 的中 ��� 956（274番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．5―12．6―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．3―47．8―1：00．4―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F38．9
3 ・（1，4）8，11，14（3，13）（6，9）（7，10，15）－（2，12）（5，16） 4 1，4（8，11）（3，14，13）（6，9）7（2，10）（12，15）5，16

勝馬の
紹 介

デンコウアローズ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2012．8．25 新潟10着

2010．2．27生 牝3鹿 母 イエロージャケット 母母 オペラハナミ 8戦1勝 賞金 8，400，000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 ナスケンプレアデス号

15026 6月8日 晴 良 （25東京3）第3日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・左）

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
2：06．7
2：05．9

良
良

610 デルマカマイタチ 牡3黒鹿56 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B482－ 62：14．1 2．2�
58 ウインプライズ 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 460＋122：14．84 7．7�
46 キルタンサス 牡3栗 56 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 446－ 22：14．9� 27．8�
713 クリスフォンテン �3黒鹿56 石神 深一吉橋 計氏 柴崎 勇 登別 登別上水牧場 440± 02：15．11� 73．0�
59 ボーラキアーラ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム B470＋ 82：15．41� 8．9	
11 キ ン シ バ イ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 508－ 4 〃 ハナ 204．6

611 レ ア ン デ ル 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 472＋ 22：15．72 9．7�
23 ナンヨーノキョー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 434＋ 42：15．91� 52．0�
34 スキルアップ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹石川 達絵氏 田中 剛 新ひだか 斉藤スタッド B488＋ 42：16．1� 27．5
22 ドラゴンマッチョ �3芦 56 村田 一誠窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 418－10 〃 クビ 16．3�
815 ランドブリーズ 牝3鹿 54 丸田 恭介西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 500＋242：16．31 13．4�
712 プラサスティ 牡3栗 56

54 △嶋田 純次山上 和良氏 加藤 和宏 新ひだか 由利 徳之 462－ 42：17．25 136．3�
814 タケデンアルプス 牡3栗 56 大庭 和弥武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 488± 02：17．41 334．8�
35 ゴールドボンド 牡3鹿 56 柴田 大知 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 488－ 22：17．61� 5．2�
47 ザ サ ン デ ー �3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁瀬口 信正氏 畠山 吉宏 新ひだか 仲野牧場 474－ 82：18．02� 335．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，965，200円 複勝： 34，889，000円 枠連： 15，793，000円
馬連： 46，770，300円 馬単： 34，722，700円 ワイド： 25，085，500円
3連複： 64，825，600円 3連単： 109，521，200円 計： 351，572，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 170円 � 360円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 320円 �� 820円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 13，180円

票 数

単勝票数 計 199652 的中 � 73520（1番人気）
複勝票数 計 348890 的中 � 109839（1番人気）� 52304（2番人気）� 16908（8番人気）
枠連票数 計 157930 的中 （5－6） 31357（1番人気）
馬連票数 計 467703 的中 �� 47202（2番人気）
馬単票数 計 347227 的中 �� 21330（3番人気）
ワイド票数 計 250855 的中 �� 21946（2番人気）�� 7232（10番人気）�� 3312（23番人気）
3連複票数 計 648256 的中 ��� 12481（13番人気）
3連単票数 計1095212 的中 ��� 6135（36番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．1―12．3―12．9―13．4―13．2―13．5―12．9―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．3―30．4―42．7―55．6―1：09．0―1：22．2―1：35．7―1：48．6―2：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．4
1
3
9（4，11）－5－10（1，3）－6（2，14）15，8（7，12）13・（9，4）（10，11）（6，5）（8，3）（1，2，15）－14－12，7－13

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

勝馬の
紹 介

デルマカマイタチ �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．8．19 札幌5着

2010．3．28生 牡3黒鹿 母 アドマイヤアイリス 母母 アンシャンテ 14戦1勝 賞金 13，200，000円

第３回 東京競馬 第３日



15027 6月8日 晴 良 （25東京3）第3日 第3競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （ダート・左）

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
1：16．4
1：16．4

重
重

510 ドレッシースタイル 牡3青鹿56 木幡 初広 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 470＋ 61：20．4 10．1�

611 マリーズミイ 牝3鹿 54 内田 博幸冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B432＋ 61：20．5� 6．7�
714 クイックスパイダー 牡3栗 56 横山 典弘菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 464＋ 61：20．71� 3．3�
23 コンテベルデ 牡3青鹿56 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464＋ 8 〃 ハナ 14．3�
47 ベルモントホウオウ 牝3青鹿54 津村 明秀 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 488＋ 21：21．01� 6．2	
12 バ ン ビ ア イ 牝3鹿 54 北村 宏司北所 直人氏 大江原 哲 新ひだか 嶋田牧場 450＋12 〃 アタマ 36．3

59 ブラックポセイドン 牡3黒鹿56 石橋 脩田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか マークリ牧場 506＋ 61：21．1クビ 13．8�
36 ベルウッドジンプウ 牡3栗 56 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 452－ 61：21．31� 25．2�
11 スリーブラック 牝3鹿 54 村田 一誠永井商事� 田中 剛 新冠 大狩部牧場 440－ 61：21．4クビ 229．7
48 ショウナンパレット 牝3黒鹿54 大野 拓弥�湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 460＋ 81：21．5� 37．9�
815 オスカルアンドラス 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ターフ・スポート加藤 征弘 浦河 市川フアーム 482＋ 41：21．6クビ 4．5�
713 エムオータイガー 牡3栗 56 田辺 裕信大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 488＋ 2 〃 ハナ 18．0�
612 モンサンサターン 牡3鹿 56 宮崎 北斗山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 480＋ 41：22．23� 228．5�
24 タツンダジョー 牡3鹿 56 三浦 皇成�ターフ・スポート古賀 慎明 浦河 ハッピーネ

モファーム 506 ―1：22．3� 91．9�
35 マスターダッシュ 牡3鹿 56 西田雄一郎�髙昭牧場 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 476－201：23．910 125．1�
816 ヴェリータシチー 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 幌村牧場 446 ―1：25．510 191．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，559，000円 複勝： 43，600，100円 枠連： 17，548，000円
馬連： 56，141，400円 馬単： 36，412，200円 ワイド： 29，823，500円
3連複： 75，285，700円 3連単： 113，728，900円 計： 395，098，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 250円 � 200円 � 150円 枠 連（5－6） 1，890円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 840円 �� 590円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 24，700円

票 数

単勝票数 計 225590 的中 � 17634（5番人気）
複勝票数 計 436001 的中 � 39463（5番人気）� 54963（4番人気）� 96349（1番人気）
枠連票数 計 175480 的中 （5－6） 6859（11番人気）
馬連票数 計 561414 的中 �� 16104（9番人気）
馬単票数 計 364122 的中 �� 4509（23番人気）
ワイド票数 計 298235 的中 �� 8293（11番人気）�� 12306（6番人気）�� 21403（1番人気）
3連複票数 計 752857 的中 ��� 20412（4番人気）
3連単票数 計1137289 的中 ��� 3399（63番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．2―12．8―12．2―12．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．7―30．9―43．7―55．9―1：08．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F36．7
3 ・（8，10）11（2，7，13）15（3，6，12）14，1－4，5，9－16 4 ・（8，10，12）11（2，7，13）（3，15）（6，14）1，4（9，5）－16

勝馬の
紹 介

ドレッシースタイル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．10．28 新潟3着

2010．3．10生 牡3青鹿 母 トップエルコン 母母 キャロルブラボー 4戦1勝 賞金 7，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェリータシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月8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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アルバラード号・エクセルシード号・ライングラン号
（非抽選馬） 1頭 リルバニヤン号

15028 6月8日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京3）第3日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時45分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：17．5良・良

44 クリスクリングル 牡3鹿 58 草野 太郎井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 498－ 23：17．5 21．5�
811 アサクサマリンバ 牡6鹿 60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 470± 03：17．6� 2．9�
68 ブ リ ッ サ 牝4鹿 58 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 476± 03：18．87 8．1�
22 � トーセンタイガー 牡5鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 520＋ 63：20．07 4．5�
55 リアルクラシック �4鹿 60 石神 深一岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 片山牧場 446＋ 23：20．42� 22．7	
79 アミフジガガ 牝4黒鹿 58

57 ▲山崎 亮誠内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 B452± 03：21．03� 43．7

11 イルテアトリーノ 牝4黒鹿58 大江原 圭岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 502＋103：21．1� 90．2�
56 ゴーカイフォンテン 牡7鹿 60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 496－ 63：21．84 2．8�
33 マダムバタフライ 牝3鹿 56 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 466－ 33：22．54 60．0
710 ジャマイカラー 牝5青鹿 58

57 ▲原田 和真山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 504＋163：23．24 120．7�
812 メジロハクリュウ 牡5鹿 60 山本 康志岩﨑 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 472＋ 43：24．05 22．1�
67 � フ ゲ ン 牡6鹿 60 鈴木 慶太栗山 良子氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 530＋ 43：25．06 105．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，273，600円 複勝： 24，998，100円 枠連： 13，178，400円
馬連： 35，057，700円 馬単： 29，618，500円 ワイド： 17，721，000円
3連複： 50，365，000円 3連単： 102，769，500円 計： 289，981，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 510円 � 130円 � 220円 枠 連（4－8） 3，550円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 9，930円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 2，020円 �� 420円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 75，470円

票 数

単勝票数 計 162736 的中 � 5968（5番人気）
複勝票数 計 249981 的中 � 9053（6番人気）� 71577（1番人気）� 26943（4番人気）
枠連票数 計 131784 的中 （4－8） 2744（11番人気）
馬連票数 計 350577 的中 �� 6774（13番人気）
馬単票数 計 296185 的中 �� 2202（30番人気）
ワイド票数 計 177210 的中 �� 3428（13番人気）�� 2029（21番人気）�� 11677（4番人気）
3連複票数 計 503650 的中 ��� 4940（23番人気）
3連単票数 計1027695 的中 ��� 1005（179番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 50．3－3F 37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
4－5，8，12，11，1－6，2，3－9－10＝7
4（11，5）－（8，1，2）6，12－9－3＝（10，7）

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

勝馬の
紹 介

クリスクリングル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．7．1 中京6着

2010．2．22生 牡3鹿 母 クリムゾンクローバ 母母 ラディカルチック 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 フゲン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 フゲン号は，発走調教再審査。



15029 6月8日 晴 良 （25東京3）第3日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時35分 （芝・左）

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
1：21．2
1：20．3

良
良

611 マイネルギャルソン 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 460 ―1：23．7 2．6�

11 レッドラウディー 牡2青鹿54 横山 典弘 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 516 ―1：24．01� 3．3�
818 ディアキンカク 牡2栗 54 戸崎 圭太ディアレスト 矢野 英一 浦河 小島牧場 482 ― 〃 ハナ 9．2�
713 テルミドール 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 402 ―1：24．1� 40．5�
715 カヴァリエール 牡2鹿 54 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 470 ―1：24．31� 7．8	
612 ヘヴンリーチョコ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 高瀬牧場 490 ― 〃 クビ 136．0

48 シャルマンウーマン 牝2鹿 54

52 △嶋田 純次阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 宮内牧場 502 ―1：24．4クビ 18．8�
12 サビーナクレスタ 牡2鹿 54 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド （計量不能）1：24．5� 25．9�
816 マユラウインド 牝2黒鹿54 内田 博幸石川 眞実氏 萩原 清 新冠 須崎牧場 450 ― 〃 アタマ 39．8
510 ゾ ナ パ ラ 牝2鹿 54 中谷 雄太�ミルファーム 菊川 正達 浦河 丸幸小林牧場 414 ―1：24．6クビ 202．2�
36 ベアファースト 牝2黒鹿54 蛯名 正義熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 456 ―1：24．81� 47．9�
47 シゲルチクゴ 牝2鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 430 ― 〃 アタマ 74．7�
35 エイプキング 牡2栗 54 三浦 皇成元岡 治貴氏 小島 茂之 日高 松平牧場 444 ― 〃 クビ 67．5�
59 ハンサムオウジ 牡2鹿 54 津村 明秀スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 440 ―1：24．9クビ 91．2�
23 ラ ブ ゲ ー ム 牝2黒鹿54 柴田 善臣増田 陽一氏 蛯名 利弘 日高 門別牧場 418 ―1：25．22 14．6�
714 ラ ラ ラ 牝2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 438 ―1：25．51� 27．4�
24 ジャマスルナ 牡2黒鹿54 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 486 ―1：31．1大差 93．9�
817 エイコオミラクル 牝2鹿 54

51 ▲横山 和生木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 432 ― （競走中止） 173．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，019，500円 複勝： 39，960，500円 枠連： 25，197，000円
馬連： 58，787，600円 馬単： 39，044，300円 ワイド： 29，089，500円
3連複： 72，988，800円 3連単： 112，795，400円 計： 406，882，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 180円 枠 連（1－6） 590円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 250円 �� 390円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 4，860円

票 数

単勝票数 計 290195 的中 � 88269（1番人気）
複勝票数 計 399605 的中 � 110192（1番人気）� 70745（2番人気）� 47868（3番人気）
枠連票数 計 251970 的中 （1－6） 31746（1番人気）
馬連票数 計 587876 的中 �� 82534（1番人気）
馬単票数 計 390443 的中 �� 29579（1番人気）
ワイド票数 計 290895 的中 �� 32883（1番人気）�� 18348（2番人気）�� 8642（7番人気）
3連複票数 計 729888 的中 ��� 37846（1番人気）
3連単票数 計1127954 的中 ��� 17138（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．0―11．7―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．8―47．8―59．5―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．9
3 9（11，13）3（8，14）（10，18）6（16，15）2（1，7，12）5＝4 4 9（11，13）3（8，14）（6，10，18）（16，15）2（7，12）（1，5）＝4

勝馬の
紹 介

マイネルギャルソン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 マイネルラヴ 初出走

2011．4．13生 牡2鹿 母 マイネデセール 母母 メインディッシュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 レッドラウディー号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。

エイプキング号・カヴァリエール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 エイコオミラクル号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため3コーナー手前で競走中止。
〔調教再審査〕 レッドラウディー号・カヴァリエール号は，発走調教再審査。
〔その他〕 カヴァリエール号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャマスルナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月8日まで平地競走

に出走できない。

15030 6月8日 晴 良 （25東京3）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （芝・左）
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
1：56．1
1：56．1

良
良

12 カ ウ ウ ェ ラ 牡3青鹿56 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 436－ 22：00．1 14．1�
11 ホ ア ピ リ 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 0 〃 クビ 5．8�
612 ナムラショウリ 牡3鹿 56 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 448＋162：00．63 57．4�
713 ポンデザムール 牡3黒鹿56 松岡 正海岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 492－ 82：00．7クビ 70．2�
23 ニシノアイボウ 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 476－ 2 〃 クビ 59．0�
36 レディアントデイズ 牡3栗 56 北村 宏司髙橋 長治氏 田村 康仁 新ひだか グローリーファーム 478－ 22：00．8� 5．7	
35 ヒストリアドリーム 牝3鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 450＋ 22：00．9クビ 27．3

816 スペシャルリッチ 牡3青鹿56 戸崎 圭太宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 512－ 42：01．0� 1．6�
48 マイネルローベン 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 42：01．1� 268．6
611 カシノオパール 牝3芦 54 梶 晃啓柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 前川 隆則 418± 02：01．2� 21．8�
47 ノアミラクル 牡3鹿 56 西田雄一郎佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 468＋ 42：01．41 132．4�
24 ヤマニンバニーユ 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 伉助 406－ 22：02．35 298．5�
815 グ リ ー ド 牝3鹿 54 石橋 脩田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 506＋ 62：02．4クビ 55．5�
59 プリエールエスペレ 牡3栗 56

53 ▲横山 和生 �グリーンファーム鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B506－ 22：02．5� 78．9�
510 バトルディアーナー 牝3黒鹿54 丸田 恭介宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 義昭 450＋ 82：03．56 454．1�
714 クルトメッシュ 牡3黒鹿56 横山 典弘�G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 494－ 22：03．92� 30．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，126，700円 複勝： 79，842，800円 枠連： 21，764，700円
馬連： 68，919，000円 馬単： 55，726，400円 ワイド： 32，288，200円
3連複： 82，179，300円 3連単： 171，380，000円 計： 548，227，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 590円 � 360円 � 1，740円 枠 連（1－1） 3，300円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 840円 �� 4，880円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 36，990円 3 連 単 ��� 198，560円

票 数

単勝票数 計 361267 的中 � 20190（4番人気）
複勝票数 計 798428 的中 � 35640（4番人気）� 65369（3番人気）� 10961（9番人気）
枠連票数 計 217647 的中 （1－1） 4876（11番人気）
馬連票数 計 689190 的中 �� 20230（9番人気）
馬単票数 計 557264 的中 �� 6666（19番人気）
ワイド票数 計 322882 的中 �� 9982（8番人気）�� 1585（41番人気）�� 1910（34番人気）
3連複票数 計 821793 的中 ��� 1640（87番人気）
3連単票数 計1713800 的中 ��� 637（398番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―35．7―47．0―59．0―1：11．1―1：23．4―1：35．7―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

カ ウ ウ ェ ラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．11 東京6着

2010．3．23生 牡3青鹿 母 メモリアルサマー 母母 サマーワイン 6戦1勝 賞金 5，100，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 グレイスヒーロー号
（非抽選馬） 4頭 アイアンフォックス号・アンバードリーム号・ビバゴールデン号・マイネルジェイド号



15031 6月8日 晴 良 （25東京3）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時35分 （ダート・左）

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
1：34．4
1：33．3

重
良

815 バ ン ク シ ー 牡3鹿 56 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 466－ 41：38．7 3．6�
11 マイネルゴスホーク 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 498± 01：39．02 15．1�
611 ゴールデンソウル 牡3栗 56 戸崎 圭太落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 土田 扶美子 440－ 81：39．21� 3．2�
510 ネオヴァンデロア 牡3黒鹿56 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 518± 01：39．3� 11．1�
47 オリオンザミラクル 牡3鹿 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 小島牧場 448－ 21：39．72� 46．4�
59 ショウワダンディ 牡3鹿 56 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング B490－ 41：39．8クビ 80．7	
48 ジョブックガーター 牡3青 56 木幡 初広�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 454＋ 4 〃 クビ 10．1

23 トキメキボーイ 牡3黒鹿56 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 454－ 41：40．22� 4．7�
612 マックスシュテルン 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 500－ 41：40．62� 57．9�
714 デルマアゼハシリ 牡3鹿 56 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 514 ― 〃 アタマ 228．6
816 ベストフォンテン 牡3鹿 56 松岡 正海吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 474－ 21：41．34 9．9�
713 クリノマッキンリー 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真栗本 博晴氏 本間 忍 えりも 能登 浩 452＋141：41．4クビ 393．3�
35 バレードライブ 牝3鹿 54 村田 一誠�下河辺牧場 栗田 徹 日高 下河辺牧場 468－ 61：41．72 316．9�
12 イラッシャイマセ 牡3栗 56 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 日高 法理牧場 480＋161：41．8� 110．8�
36 メイスンインパルス 牡3鹿 56 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 460－ 81：42．75 55．8�
24 ナイキスカイ 牡3黒鹿56 武士沢友治小野 誠治氏 古賀 史生 浦河 アイオイファーム 504－ 61：43．44 105．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，947，300円 複勝： 52，355，100円 枠連： 21，469，000円
馬連： 75，112，700円 馬単： 45，131，200円 ワイド： 34，157，600円
3連複： 86，958，800円 3連単： 145，362，900円 計： 489，494，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 300円 � 140円 枠 連（1－8） 2，030円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 830円 �� 290円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 16，950円

票 数

単勝票数 計 289473 的中 � 63676（2番人気）
複勝票数 計 523551 的中 � 109744（2番人気）� 31919（7番人気）� 125110（1番人気）
枠連票数 計 214690 的中 （1－8） 7813（10番人気）
馬連票数 計 751127 的中 �� 18500（14番人気）
馬単票数 計 451312 的中 �� 7123（19番人気）
ワイド票数 計 341576 的中 �� 9406（12番人気）�� 33848（1番人気）�� 10172（11番人気）
3連複票数 計 869588 的中 ��� 29298（5番人気）
3連単票数 計1453629 的中 ��� 6332（51番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．4―12．8―12．8―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．3―47．7―1：00．5―1：13．3―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．2
3 ・（11，16）（6，12，8，9）10，2－5，1－13，15－7，14，3－4 4 ・（11，16）（8，9）12，10（6，2，1）（5，15）13（7，14）－3－4

勝馬の
紹 介

バ ン ク シ ー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2012．12．9 中山8着

2010．4．8生 牡3鹿 母 ファミリーバイブル 母母 Angelic Song 10戦1勝 賞金 10，150，000円
〔発走状況〕 マックスシュテルン号は，枠入り不良。発走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マックスシュテルン号は，平成25年6月9日から平成25年6月30日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 コラム号・ダイワボルドー号・ドゥリマーズドリム号・トーセンボンバー号・ハルカナルブルー号

15032 6月8日 晴 良 （25東京3）第3日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時05分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

36 エンドレスノット 牝4鹿 55 丸山 元気金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：21．2 2．3�

713 サトノプレジデント �4黒鹿57 内田 博幸里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 484± 01：21．3	 5．1�
817 アルマディヴァン 牝3栗 52 松岡 正海コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 484＋ 4 〃 ハナ 45．3�
48 カフヴァール 牝4鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 472＋ 8 〃 アタマ 17．8�
35 クロイゼリンチャン 牝3鹿 52 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 432＋ 2 〃 クビ 11．8	
715
 タツフラッシュ 牡5鹿 57 田辺 裕信�大西牧場 根本 康広 米 New Century

Bloodstock 482＋ 41：21．4クビ 176．0

59 マウントビスティー 牡4栗 57 西村 太一備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 466± 01：21．61 20．8�
714� コスモソウタ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 470－ 2 〃 ハナ 28．7�
47 レッドストラーダ 牡5鹿 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 494－ 4 〃 ハナ 16．9
12 ダイワインスパイア 牡4鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 476－ 4 〃 クビ 29．8�
24 ミヤコライジング 牝4鹿 55 石橋 脩吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 458＋ 61：21．7クビ 72．9�
816 テイエムコウノトリ 牝4黒鹿55 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 448－ 41：21．8	 5．4�
611 ハッピーシャワー 牝4鹿 55

52 ▲横山 和生馬場 幸夫氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：22．01� 34．7�
818 ジャングルターザン 牡3鹿 54 三浦 皇成�グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 446－ 21：22．1クビ 111．2�
510 ワンダービリーヴ 牝3鹿 52

49 ▲伴 啓太半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 442－ 61：22．2	 183．6�
612 コウズシャイン 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B502－ 21：22．73 381．9�
11 � リネンハウス 牡4栗 57 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 492－ 71：22．8� 411．0�
23 プリサイスガール 牝3青 52

49 ▲山崎 亮誠�グランド牧場 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 428－ 21：23．11	 39．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，162，300円 複勝： 59，922，700円 枠連： 25，970，800円
馬連： 89，656，800円 馬単： 55，004，600円 ワイド： 40，183，400円
3連複： 101，129，000円 3連単： 168，270，200円 計： 574，299，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 180円 � 660円 枠 連（3－7） 400円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，260円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 23，850円

票 数

単勝票数 計 341623 的中 � 121637（1番人気）
複勝票数 計 599227 的中 � 184302（1番人気）� 85591（3番人気）� 14964（11番人気）
枠連票数 計 259708 的中 （3－7） 48893（1番人気）
馬連票数 計 896568 的中 �� 134740（1番人気）
馬単票数 計 550046 的中 �� 50019（1番人気）
ワイド票数 計 401834 的中 �� 44182（1番人気）�� 7209（13番人気）�� 3316（32番人気）
3連複票数 計1011290 的中 ��� 9641（21番人気）
3連単票数 計1682702 的中 ��� 5209（52番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―11．9―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．2―46．1―57．9―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．1
3 9，5（3，6）11，10，17，2，13，15（4，8）16，1，14，7，18－12 4 9－（5，6）（3，11）（10，17）（2，13）4（8，15）1（7，16）（18，14）12

勝馬の
紹 介

エンドレスノット �
�
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 2011．10．16 東京2着

2009．1．28生 牝4鹿 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 11戦3勝 賞金 36，366，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 カシノアクセル号・キボウノチカラ号・トシザグレイト号・ヘンゲンジザイ号



15033 6月8日 晴 良 （25東京3）第3日 第9競走 ��
��1，800�

い な ぎ

稲 城 特 別
発走14時35分 （芝・左）
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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

612 スーパームーン 牡4青鹿57 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508＋ 61：45．7 1．8�
48 ロンギングダンサー 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 クビ 3．4�
24 トルークマクト 牡3鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 434＋ 21：46．02 31．6�
714 ダイワアクシス 牡4黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 450－ 21：46．21� 12．2�
59 フェアブレシア 牡4鹿 57 丸山 元気岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 510－ 21：46．51	 26．7�
47 スマートルピナス 牝3鹿 52 吉田 豊大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 444＋ 21：46．6	 53．5	
713 マイネルバウンス 牡4栗 57 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 日高 下河辺牧場 494－101：46．81� 291．4�
36 ミヤコマンハッタン 牝4鹿 55 蛯名 正義吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 486± 01：46．9
 11．4�
35 マイネルバランシン 牡3黒鹿54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 B480± 0 〃 ハナ 100．4
11 マイネマキアージュ 牝4黒鹿55 三浦 皇成 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 440＋ 41：47．21	 159．1�
12 アポロカーネル �3鹿 54 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 460± 01：47．3
 14．4�
611 ミライヘノカゼ 牡4鹿 57 戸崎 圭太三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B476＋10 〃 クビ 27．6�
23 ファーストエバー 牡3鹿 54 田中 勝春吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 450－ 41：47．4	 120．5�
815 スーパーボルト �4栗 57 柴山 雄一浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 522＋101：48．46 583．9�
816 エクスビート 牡5鹿 57 西村 太一前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 458－ 61：48．61� 527．5�
510 マイネルモーヴ 牡4栗 57 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 506－131：49．13 191．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，490，000円 複勝： 104，183，300円 枠連： 29，189，000円
馬連： 104，360，400円 馬単： 77，068，400円 ワイド： 43，605，100円
3連複： 133，174，800円 3連単： 288，132，600円 計： 819，203，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 450円 枠 連（4－6） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 150円 �� 690円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 4，550円

票 数

単勝票数 計 394900 的中 � 176387（1番人気）
複勝票数 計1041833 的中 � 553980（1番人気）� 198447（2番人気）� 22607（8番人気）
枠連票数 計 291890 的中 （4－6） 93103（1番人気）
馬連票数 計1043604 的中 �� 321608（1番人気）
馬単票数 計 770684 的中 �� 157433（1番人気）
ワイド票数 計 436051 的中 �� 106447（1番人気）�� 12420（9番人気）�� 9145（12番人気）
3連複票数 計1331748 的中 ��� 49411（5番人気）
3連単票数 計2881326 的中 ��� 46790（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―34．6―46．3―57．9―1：09．9―1：21．7―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

スーパームーン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2011．10．22 東京5着

2009．4．28生 牡4青鹿 母 フェアリーバラード 母母 Angelic Song 14戦3勝 賞金 50，257，000円

15034 6月8日 晴 良 （25東京3）第3日 第10競走 ��
��1，600�

え しま

江 の 島 特 別
発走15時10分 （芝・左）
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

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

815 エクセラントカーヴ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 426＋ 41：32．3 12．2�
36 メイショウヤタロウ 牡5鹿 57 内田 博幸松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 492＋ 61：32．51 8．6�
612 チェリーメドゥーサ 牝4青鹿55 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 452－ 41：32．92� 17．4�
11 ア ー デ ン ト 牡4芦 57 田中 勝春 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：33．11	 16．2�
714 カフェリュウジン 牡3鹿 54 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 512± 0 〃 クビ 29．7�
47 カ ル マ ー ト 牝5黒鹿55 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 81：33．2クビ 298．6	
510 オメガキングティー 牡3鹿 54 松山 弘平原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 108．4

713 バロンドゥフォール 牡3鹿 54 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 462－ 81：33．3� 7．7�
24 ダイワブレイディ 牡3芦 54 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500－ 61：33．4� 50．5�
48 � エメラルスピード 牡5栗 57 石橋 脩高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 460－ 4 〃 クビ 128．4
23 マイネヒメル 牝4栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 472± 01：33．61	 22．2�
611 サンライズメジャー 牡4栗 57 横山 典弘松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 486＋ 81：33．81	 1．9�
59 ショウナンラムジ 牡4鹿 57 松岡 正海国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 498＋ 21：34．11� 7．3�
816 シンボリカージナル 牡7鹿 57 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 488－ 6 〃 クビ 604．6�
12 マイネエポナ 牝4鹿 55 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム 446－ 61：34．31	 64．6�
817 アップルジャック 牡5黒鹿57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 522＋ 61：34．61� 362．7�
35 エーブポセイドーン 牡5鹿 57 大野 拓弥 �レーシングホース

ジャパン 清水 美波 新ひだか シンボリ牧場 502± 01：35．34 481．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 54，626，800円 複勝： 99，274，000円 枠連： 39，477，700円
馬連： 165，402，500円 馬単： 92，035，700円 ワイド： 65，695，800円
3連複： 202，371，700円 3連単： 375，087，000円 計： 1，093，971，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 360円 � 230円 � 470円 枠 連（3－8） 3，320円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 6，910円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，410円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 17，640円 3 連 単 ��� 98，760円

票 数

単勝票数 計 546268 的中 � 35569（5番人気）
複勝票数 計 992740 的中 � 69870（5番人気）� 133227（2番人気）� 50876（6番人気）
枠連票数 計 394777 的中 （3－8） 8787（14番人気）
馬連票数 計1654025 的中 �� 34722（12番人気）
馬単票数 計 920357 的中 �� 9830（24番人気）
ワイド票数 計 656958 的中 �� 16357（12番人気）�� 6606（25番人気）�� 8813（20番人気）
3連複票数 計2023717 的中 ��� 8470（48番人気）
3連単票数 計3750870 的中 ��� 2803（267番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．2―11．1―11．4―11．7―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．5―45．6―57．0―1：08．7―1：20．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．3
3 3（5，8，17）（2，11）9（4，15）（6，12，16）7，10，14（1，13） 4 3（5，8）（2，17）（9，11）－（4，15）（6，12，16）（7，10，14）（1，13）

勝馬の
紹 介

エクセラントカーヴ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．12．11 中山1着

2009．4．20生 牝4黒鹿 母 インディアナカーヴ 母母 Antique Auction 10戦4勝 賞金 52，781，000円
〔発走状況〕 サンライズメジャー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発走地点で馬装整備。危険防止のため外枠から発走。発走時刻5分

遅延。
〔調教再審査〕 サンライズメジャー号は，発走調教再審査。



15035 6月8日 晴 良 （25東京3）第3日 第11競走 ��
��1，600�アハルテケステークス

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，24．6．9以降25．6．2まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

59 ダノンカモン 牡7黒鹿57．5 戸崎 圭太�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 522－ 81：35．6 5．0�
11 トウショウクラウン 牡5栗 55 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 516－101：35．7� 33．3�
48 サンライズブレット 牡5栗 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 472＋ 21：35．91 10．8�
815 タガノロックオン 牡5栗 56 田辺 裕信八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518± 0 〃 クビ 7．0�
714 スズカセクレターボ 牡5栗 54 蛯名 正義永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 472－ 21：36．11� 7．5�
12 ハートビートソング 牡6栗 57 秋山真一郎 	社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 514± 0 〃 ハナ 4．4

612 ス エ ズ 	8鹿 54 柴田 大知吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 514－ 21：36．2クビ 178．6�
611 ナムラタイタン 牡7栗 58 太宰 啓介奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 522－ 41：36．3� 4．2�
24 ゴールスキー 牡6黒鹿56 柴田 善臣 	社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 486－ 21：36．4
 21．7
35 ブライトアイザック 牡7鹿 57 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 504± 01：36．82� 26．7�
47 キクノアポロ 牡7黒鹿56 吉田 隼人菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 524＋12 〃 クビ 283．3�
713 ラフアウェイ 牝5青 52 丸山 元気�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 566＋ 41：37．11
 144．4�
510 アイファーソング 牡5青鹿55 内田 博幸中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 482－22 〃 ハナ 26．7�
36 ゴールドバシリスク 牡6鹿 53 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B502－ 41：37．2� 119．7�
816� オーブルチェフ 牡4栗 56 横山 典弘前田 幸治氏 萩原 清 米 Bloodstock

Holdings LLC 518＋ 21：37．3� 21．0�
23 サンライズモール 牡6栗 54 大野 拓弥松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 488－ 41：37．5
 261．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，793，000円 複勝： 153，137，200円 枠連： 73，186，000円
馬連： 335，263，200円 馬単： 167，089，200円 ワイド： 126，847，900円
3連複： 440，721，800円 3連単： 781，978，400円 計： 2，163，016，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 760円 � 330円 枠 連（1－5） 820円

馬 連 �� 8，350円 馬 単 �� 14，030円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 1，010円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 24，920円 3 連 単 ��� 154，560円

票 数

単勝票数 計 847930 的中 � 135668（3番人気）
複勝票数 計1531372 的中 � 229529（3番人気）� 44506（11番人気）� 123183（6番人気）
枠連票数 計 731860 的中 （1－5） 65985（2番人気）
馬連票数 計3352632 的中 �� 29649（32番人気）
馬単票数 計1670892 的中 �� 8795（51番人気）
ワイド票数 計1268479 的中 �� 12037（33番人気）�� 32205（14番人気）�� 8957（43番人気）
3連複票数 計4407218 的中 ��� 13055（86番人気）
3連単票数 計7819784 的中 ��� 3734（476番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．9―12．1―12．2―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．5―46．4―58．5―1：10．7―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．1
3 ・（10，13）11（2，9，5）（3，8）（4，14）15，12－（1，16）（6，7） 4 ・（10，13，11）（2，9，5）（3，8）（4，14）（12，15）（1，16）（6，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンカモン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Ogygian デビュー 2008．9．6 新潟1着

2006．2．8生 牡7黒鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck 36戦8勝 賞金 318，565，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の29頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）29頭 エーシンヒットマン号・オリオンザポラリス号・カイシュウコロンボ号・カネトシディオス号・キョウエイストーム号・

キングストリート号・グリッターウイング号・クリールパッション号・サクラクローバー号・サクラシャイニー号・
シセイオウジ号・セイカプリコーン号・セイリオス号・ダイシンプラン号・タガノエルシコ号・
チョイワルグランパ号・ツクバコガネオー号・ツクバホクトオー号・トキノフウジン号・トシギャングスター号・
ドスライス号・ナリタシルクロード号・ピエナファンタスト号・ヒラボクキング号・ホッカイカンティ号・ボレアス号・
ヤングアットハート号・ラインブラッド号・レインスティック号

15036 6月8日 晴 良 （25東京3）第3日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

35 ビッグリバティ 牡4青鹿57 津村 明秀�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 514＋ 61：37．3 3．5�
510� アメリカンダイナー 	4鹿 57 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

462－ 41：37．61
 3．2�
59 コスモマイギフト 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B492－ 41：37．81� 16．6�
612 ガ チ 牡3黒鹿54 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 522＋ 6 〃 クビ 13．2�
713 プラントハンター 牡3黒鹿54 内田 博幸吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452＋ 41：38．01� 15．2�
816 ビービーアックス 牡5鹿 57 田辺 裕信�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 B484－ 81：38．21� 33．9	
714 ウインゴーウェル 牡4栗 57 武士沢友治
ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 546＋ 81：38．94 82．8�
47 ショウナンバッカス 牡4栗 57 大野 拓弥国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B528＋281：39．0� 157．6�
36 � セ ツ ナ 牡3鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 田村 康仁 米 Ann Loren-

son Lynch 488＋ 41：39．21 3．2
815 マイネルガネーシャ 牡5栗 57 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 498－ 41：39．3
 29．7�
48  スガノタイトル 牡4栗 57

54 ▲横山 和生菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 444－ 81：39．5
 422．7�
23 トキノワイルド 牡4鹿 57 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 476－ 21：39．71� 162．5�
24 キングザブルース 牡4栗 57 江田 照男西浦 和男氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 476＋ 2 〃 ハナ 221．9�
11 シンデンアラタ 牡4黒鹿 57

55 △嶋田 純次神田 通博氏 和田 雄二 新ひだか 落合 一巳 498－12 〃 クビ 445．9�
611 ドラゴンフラッシュ 牡4栗 57 北村 宏司窪田 芳郎氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 498－ 21：39．8クビ 28．1�
12  ジ プ タ 牡4黒鹿57 丸田 恭介清家 聖仁氏 高柳 瑞樹 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋101：40．43� 240．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，398，200円 複勝： 73，510，400円 枠連： 45，907，800円
馬連： 133，002，700円 馬単： 80，281，400円 ワイド： 56，192，900円
3連複： 174，377，100円 3連単： 356，076，400円 計： 971，746，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 150円 � 240円 枠 連（3－5） 250円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 240円 �� 540円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 6，560円

票 数

単勝票数 計 523982 的中 � 120864（3番人気）
複勝票数 計 735104 的中 � 168210（1番人気）� 146681（2番人気）� 63525（4番人気）
枠連票数 計 459078 的中 （3－5） 140379（1番人気）
馬連票数 計1330027 的中 �� 191964（1番人気）
馬単票数 計 802814 的中 �� 48911（4番人気）
ワイド票数 計 561929 的中 �� 68251（1番人気）�� 23650（4番人気）�� 23578（5番人気）
3連複票数 計1743771 的中 ��� 79517（2番人気）
3連単票数 計3560764 的中 ��� 40095（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．2―47．3―59．9―1：12．4―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．4
3 ・（1，3）（2，10，6，11）（5，15）7（13，16）（4，8，9）（12，14） 4 ・（1，3）10（6，11，15）（2，5）（13，7，16）（4，8，9）（12，14）

勝馬の
紹 介

ビッグリバティ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．4．29 福島6着

2009．3．30生 牡4青鹿 母 ブリリアントライフ 母母 シマノビューティー 9戦3勝 賞金 24，000，000円
※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） 2頭 トミケンユークアイ号・レッドガルシア号
（非抽選馬） 2頭 ナンヨーヤシマ号・マンボマンボ号



（25東京3）第3日 6月8日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192頭 本 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

182，320，000円
7，080，000円
1，590，000円
16，100，000円
71，506，500円
5，570，400円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
446，261，900円
845，148，900円
346，823，900円
1，226，456，000円
758，299，200円
535，816，300円
1，570，316，500円
2，875，223，500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 8，604，346，200円

総入場人員 25，310名 （有料入場人員 23，971名）
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