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15049 6月15日 晴 稍重 （25東京3）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （芝・左）
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
1：21．2
1：20．3

良
良

22 マキャヴィティ 牡2栗 54 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 482－101：23．1 3．9�

44 コスモドーム 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 81：23．2� 8．4�
89 ウインネオルーラー 牡2黒鹿54 柴田 大知�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 460± 01：23．3� 4．1�
33 ホ ト ト ヤ エ 牝2黒鹿54 蛯名 正義井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム 472± 01：23．51� 2．1�
77 デサフィナード 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 420＋ 41：23．92� 16．7	
66 タイキフォンテーヌ 牝2鹿 54 柴田 善臣�大樹ファーム 黒岩 陽一 浦河 日田牧場 418－ 61：24．0	 25．2

11 ドリスバローズ 牝2黒鹿54 江田 照男猪熊 広次氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 414± 01：24．1	 35．6�
55 ライクアラヴァー 牝2栗 54 武士沢友治�ミルファーム 粕谷 昌央 新ひだか 真歌田中牧場 432± 01：24．31� 146．7�
88 レッドローズキング 牡2栗 54 吉田 豊小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 442－ 21：27．0大差 105．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 19，850，900円 複勝： 31，086，000円 枠連： 7，243，900円
馬連： 32，952，000円 馬単： 29，548，500円 ワイド： 15，945，900円
3連複： 43，242，800円 3連単： 102，846，200円 計： 282，716，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 200円 � 170円 枠 連（2－4） 1，330円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 380円 �� 310円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 8，800円

票 数

単勝票数 計 198509 的中 � 40886（2番人気）
複勝票数 計 310860 的中 � 52185（3番人気）� 37278（4番人気）� 52673（2番人気）
枠連票数 計 72439 的中 （2－4） 4048（6番人気）
馬連票数 計 329520 的中 �� 18935（6番人気）
馬単票数 計 295485 的中 �� 9413（10番人気）
ワイド票数 計 159459 的中 �� 10273（5番人気）�� 13182（4番人気）�� 9520（6番人気）
3連複票数 計 432428 的中 ��� 20212（4番人気）
3連単票数 計1028462 的中 ��� 8628（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．1―47．1―58．7―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 ・（3，4，6）8（2，7）（5，9）1 4 ・（3，4）（2，6）（7，8）（5，9）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マキャヴィティ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．6．1 東京5着

2011．4．3生 牡2栗 母 エアラグドール 母母 ステラマドリッド 2戦1勝 賞金 5，700，000円

15050 6月15日 晴 重 （25東京3）第5日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時40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

11 ニシノオドリコ 牝3栗 54
51 ▲原田 和真西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 468＋ 41：25．7 14．6�

47 マスタープラチナム 牝3栗 54 北村 宏司�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 460± 01：25．8� 23．5�
714 タイセイスペシャル 牝3芦 54 武士沢友治田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 アラキフアーム 480 ― 〃 ハナ 58．9�
36 トーアコロチャン 牝3栗 54 西田雄一郎高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 462± 01：26．22� 63．7�
713 ティリアンパープル 牝3鹿 54 戸崎 圭太飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 454－ 21：26．3� 19．7	
48 キ ャ ラ 牝3黒鹿54 蛯名 正義諸江 幸祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 ハナ 5．8

815 オ ー シ ャ ン 牝3鹿 54 的場 勇人阿部 紀子氏 清水 英克 浦河 大道牧場 470＋161：26．4クビ 24．6�
59 アキノディフェンス 牝3青 54 石橋 脩穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 458± 0 〃 ハナ 3．5�
612 ヒシキャッツアイ 牝3鹿 54 大庭 和弥阿部 雅英氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 クビ 10．6
24 リルバニヤン 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ 津村 靖志氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 436＋ 81：26．5クビ 2．9�

（豪）

611 ビコーズオブラヴ 牝3青鹿 54
52 △嶋田 純次 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 444－ 2 〃 クビ 80．2�

23 カゼノサファイア 牝3青 54 田中 勝春深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 462＋ 61：26．71� 13．7�
12 ピュアラメール 牝3栗 54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 日高 春木 昭雄 428＋ 41：26．8� 47．0�
35 フラワーリヴァー 牝3鹿 54 中谷 雄太�髙昭牧場 小野 次郎 浦河 高昭牧場 472－161：29．2大差 355．1�
816 フジノカナサン 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂�富士開発 古賀 史生 浦河 山田牧場 476－ 81：30．26 240．8�
510 バンブトンサン 牝3栗 54 江田 照男樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 馬道 繁樹 480 ―1：33．7大差 192．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，661，400円 複勝： 29，231，300円 枠連： 13，768，900円
馬連： 41，938，500円 馬単： 28，443，000円 ワイド： 21，334，300円
3連複： 59，928，000円 3連単： 96，777，700円 計： 309，083，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 490円 � 840円 � 1，290円 枠 連（1－4） 3，480円

馬 連 �� 13，870円 馬 単 �� 32，550円

ワ イ ド �� 4，520円 �� 7，320円 �� 10，080円

3 連 複 ��� 215，750円 3 連 単 ��� 1，190，370円

票 数

単勝票数 計 176614 的中 � 9533（6番人気）
複勝票数 計 292313 的中 � 16930（6番人気）� 9099（9番人気）� 5708（11番人気）
枠連票数 計 137689 的中 （1－4） 2926（14番人気）
馬連票数 計 419385 的中 �� 2232（38番人気）
馬単票数 計 284430 的中 �� 645（82番人気）
ワイド票数 計 213343 的中 �� 1168（42番人気）�� 717（55番人気）�� 519（66番人気）
3連複票数 計 599280 的中 ��� 205（258番人気）
3連単票数 計 967777 的中 ��� 60（1494番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．3―47．5―1：00．0―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．2
3 8（9，15）（4，14）（1，5）6，2（11，12）（3，13）－（7，16）＝10 4 8（9，15）（4，14）1（2，6，12）－（5，11）（3，13）－（7，16）＝10

勝馬の
紹 介

ニシノオドリコ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．9．1 新潟3着

2010．2．25生 牝3栗 母 ニシノマイヒメ 母母 デユプリシト 8戦1勝 賞金 7，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バンブトンサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月15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） 4頭 アワードリング号・スイートマズルカ号・ソフトライム号・ナスケンプレアデス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 東京競馬 第５日



15051 6月15日 晴 重 （25東京3）第5日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時10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

714 ボップリヴァーサル 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 佐々木 恵一 506－ 41：38．1 7．4�
24 メイスンウォー 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 21：38．2� 6．1�

815 カフェシリウス 牡3鹿 56 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新冠 須崎牧場 486± 01：38．73 8．9�
11 プリーズドンテル 牡3鹿 56 武士沢友治サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 522－ 21：38．91 14．8�
12 ロングシャドウ 牡3青鹿56 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486± 01：39．11� 2．4�
36 オーバーザトップ 牡3黒鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 444－ 21：39．41� 5．5�
510 サクセスカーチス 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 464＋ 21：39．72 42．6	

47 ハルカナルブルー 牝3黒鹿54 柴田 大知 
ブルーマネジメント畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 460＋ 21：39．8� 18．7�

816 ピンクダイヤモンド 牝3鹿 54 嘉藤 貴行吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 394± 01：40．11� 567．2�
48 サクラフラムドール 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次
さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 新和牧場 474－141：40．84 48．0
35 プラスティックボム 牡3鹿 56 北村 宏司 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 494－ 2 〃 クビ 19．5�
612 オ リ ュ ウ 牝3黒鹿54 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 見上牧場 486＋ 81：41．75 510．8�
23 ボンボニエール 牝3芦 54 中谷 雄太丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 村田牧場 436－ 21：41．8クビ 410．8�
611 ビビットオレンジ 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂 
クイーンズ・ランチ 田村 康仁 浦河 高昭牧場 476± 0 〃 アタマ 513．4�
59 メイショウタカサゴ 牡3黒鹿56 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム 550 ―1：42．65 47．8�

（15頭）
713 エルフェンリート �3芦 56 田中 勝春岡田 牧雄氏 柴崎 勇 平取 コアレススタッド 484－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，757，800円 複勝： 40，993，100円 枠連： 15，845，400円
馬連： 47，265，800円 馬単： 30，315，400円 ワイド： 23，142，900円
3連複： 61，401，800円 3連単： 95，144，600円 計： 338，866，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 270円 � 190円 � 270円 枠 連（2－7） 2，520円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 870円 �� 980円 �� 690円

3 連 複 ��� 6，500円 3 連 単 ��� 37，350円

票 数

単勝票数 差引計 247578（返還計 3271） 的中 � 26620（4番人気）
複勝票数 差引計 409931（返還計 6952） 的中 � 37904（5番人気）� 66292（2番人気）� 38904（4番人気）
枠連票数 差引計 158454（返還計 650） 的中 （2－7） 4641（11番人気）
馬連票数 差引計 472658（返還計 13881） 的中 �� 14313（8番人気）
馬単票数 差引計 303154（返還計 9999） 的中 �� 4596（19番人気）
ワイド票数 差引計 231429（返還計 9363） 的中 �� 6542（9番人気）�� 5742（14番人気）�� 8425（7番人気）
3連複票数 差引計 614018（返還計 33394） 的中 ��� 6980（22番人気）
3連単票数 差引計 951446（返還計 51361） 的中 ��� 1880（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．7―48．8―1：01．5―1：13．8―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボップリヴァーサル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2013．5．26 東京7着

2010．4．21生 牡3鹿 母 カロリーナローズ 母母 Beat 2戦1勝 賞金 4，600，000円
〔競走除外〕 エルフェンリート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し放馬。枠外へくぐり出た際，疾病〔キ甲部打撲傷〕を発

症したため競走除外。発走時刻12分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エルフェンリート号は，平成25年6月16日から平成25年7月15日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

15052 6月15日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （25東京3）第5日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40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

22 ヴィーヴァギブソン 牡6鹿 60 西谷 誠芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 524＋103：23．7 1．6�
67 ランブリングローズ 牝6鹿 58 石神 深一草野 仁氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 492＋ 83：24．76 3．9�
44 � ラインミッシェル 牝4鹿 58 大江原 圭大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 440－ 43：24．8� 46．6�
812 オリオンザアルファ 牡6黒鹿60 鈴木 慶太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 480＋ 23：25．12 24．1�
11 � プロジェクトブルー 牡6鹿 60

57 ▲山崎 亮誠 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 510－ 23：25．73� 21．5�
68 サードシアター 牡4鹿 60 山本 康志 	キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 23：27．08 24．2

33 トーセンドンファン 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 バンブー牧場 B476± 03：27．1� 9．4�
811 アンシャンテルール 牝5黒鹿58 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 456＋ 23：27．42 181．2
56 ヨドノエース 牡4黒鹿60 小野寺祐太海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 462－ 4 〃 クビ 21．0�
55 ゼロレイテンシ 	4栗 60 上野 翔薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 駿河牧場 458＋ 83：28．89 132．0�
79 スリーマンボ 	4鹿 60 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456－ 43：30．39 82．2�
710 ラッシュザワーク 牡6栗 60 金子 光希 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 488－ 43：31．47 50．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，303，600円 複勝： 35，653，700円 枠連： 12，744，500円
馬連： 36，519，900円 馬単： 31，010，800円 ワイド： 16，906，600円
3連複： 48，817，600円 3連単： 106，691，100円 計： 306，647，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 420円 枠 連（2－6） 220円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 160円 �� 900円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 4，460円

票 数

単勝票数 計 183036 的中 � 94591（1番人気）
複勝票数 計 356537 的中 � 188217（1番人気）� 68209（2番人気）� 8387（8番人気）
枠連票数 計 127445 的中 （2－6） 43688（1番人気）
馬連票数 計 365199 的中 �� 118424（1番人気）
馬単票数 計 310108 的中 �� 63916（1番人気）
ワイド票数 計 169066 的中 �� 36623（1番人気）�� 3774（11番人気）�� 3226（15番人気）
3連複票数 計 488176 的中 ��� 16200（8番人気）
3連単票数 計1066911 的中 ��� 17682（9番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 49．2－3F 36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィーヴァギブソン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2009．7．18 新潟9着

2007．2．4生 牡6鹿 母 セーヌフロウ 母母 パ リ ゼ ッ ト 障害：4戦1勝 賞金 12，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時50分に変更。



15053 6月15日 曇 稍重 （25東京3）第5日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （ダート・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
1：23．1
1：23．1

重
重

811 アンズチャン 牝2鹿 54 石橋 脩ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 450 ―1：25．5 24．9�
812 シャークベイ 牡2青鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 478 ―1：25．71� 1．9�
67 エスティレイズ 牝2黒鹿54 西田雄一郎島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 428 ―1：26．23 94．0�
22 レイヨンヴェール 牝2黒鹿54 江田 照男 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 464 ―1：26．41� 5．8	
79 ディアアイスバイン 牡2黒鹿54 蛯名 正義ディアレスト 田村 康仁 浦河 福岡 光夫 460 ―1：26．93 18．1

33 アイナマーリエ 牝2鹿 54 北村 宏司山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 474 ―1：27．64 28．0�
710 エンチャンター 牡2鹿 54 C．ウィリアムズ H.H．シェイク・モハメド 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444 ―1：27．7� 69．3�
（豪）

68 ディアポジション 牡2黒鹿54 横山 典弘ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 456 ―1：28．02 16．1
44 タカラジェニファ 牝2鹿 54 武士沢友治村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 460 ―1：28．1� 46．1�
11 マイネルガヴァナー 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 日高 白井牧場 438 ―1：28．95 7．5�
56 ブラックソヴリン 牝2芦 54

52 △嶋田 純次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 450 ―1：29．11� 135．5�
55 ラシアンカウボーイ 牡2栗 54 戸崎 圭太�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 476 ―1：29．73� 6．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，505，000円 複勝： 37，778，700円 枠連： 12，674，100円
馬連： 46，646，800円 馬単： 35，957，300円 ワイド： 22，415，500円
3連複： 57，995，600円 3連単： 102，154，100円 計： 341，127，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，490円 複 勝 � 490円 � 120円 � 1，550円 枠 連（8－8） 2，120円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 770円 �� 8，160円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 23，890円 3 連 単 ��� 217，270円

票 数

単勝票数 計 255050 的中 � 8075（7番人気）
複勝票数 計 377787 的中 � 14871（7番人気）� 136116（1番人気）� 4139（11番人気）
枠連票数 計 126741 的中 （8－8） 4416（9番人気）
馬連票数 計 466468 的中 �� 15924（9番人気）
馬単票数 計 359573 的中 �� 3962（22番人気）
ワイド票数 計 224155 的中 �� 7638（9番人気）�� 651（51番人気）�� 2072（30番人気）
3連複票数 計 579956 的中 ��� 1792（65番人気）
3連単票数 計1021541 的中 ��� 347（472番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．9―12．4―12．4―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．6―48．0―1：00．4―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンズチャン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2011．4．12生 牝2鹿 母 パラダイスバード 母母 サイレントハピネス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15054 6月15日 曇 稍重 （25東京3）第5日 第6競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走13時00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

48 アキレスバイオ 牡3芦 56 戸崎 圭太バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 476＋ 22：13．1 2．3�
612 トウショウマナーズ 牡3鹿 56 内田 博幸藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526± 02：14．16 6．6�
815 ギンザマーシャル 牡3芦 56 松岡 正海有馬 博文氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 520± 02：14．95 6．8�
12 ア ル テ ル フ 牡3鹿 56 石橋 脩平口 信行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 462－122：15．11� 92．5�
510� ドラゴンロックス 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Joseph W.

Sutton 512－ 22：15．2� 6．0	
47 スチブナイト 牡3鹿 56 中谷 雄太岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 486－ 42：15．3クビ 269．0

23 コミュニティ 牡3栗 56

54 △嶋田 純次西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 468－ 2 〃 ハナ 177．9�
611 ヴィルトグラーフ 	3鹿 56 北村 宏司有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 8 〃 クビ 9．2�
713 バトルスプレンダー 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 見上牧場 466－ 42：15．83 297．6
714 ドラゴンナイト 牡3鹿 56 武士沢友治窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 三城牧場 518－ 22：16．33 70．1�
11 � アレックスキッド 	3栗 56 江田 照男岡田 牧雄氏 高木 登 米

Whispering Oaks
Farm & Afleet
Alex Syndicate

478－ 82：16．4クビ 89．5�
816 フェイマスシーン 牡3鹿 56 吉田 豊笠原 幸六氏 大久保洋吉 平取 高橋 啓 472＋ 62：16．93 30．4�
59 � アントールド 牝3黒鹿54 田中 勝春�大樹ファーム 藤沢 和雄 米 Albert Bell

& Joyce Bell 530＋ 42：17．96 18．7�
35 � アイアンフォックス 牡3鹿 56 柴田 善臣岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 Howard

Barton Stud 474± 02：20．3大差 200．2�
24 ウインチェイサー 牡3青鹿56 C．ウィリアムズ �ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B512－ 42：20．72� 11．7�

（豪）

36 メイスンインパルス 牡3鹿 56 西田雄一郎梅村 浩氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム B460± 02：24．1大差 59．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，449，800円 複勝： 36，981，400円 枠連： 17，782，000円
馬連： 53，138，900円 馬単： 35，669，000円 ワイド： 27，188，100円
3連複： 71，677，300円 3連単： 115，071，600円 計： 380，958，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 170円 � 190円 枠 連（4－6） 420円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 280円 �� 360円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，280円

票 数

単勝票数 計 234498 的中 � 82479（1番人気）
複勝票数 計 369814 的中 � 108352（1番人気）� 52229（2番人気）� 42135（4番人気）
枠連票数 計 177820 的中 （4－6） 31830（1番人気）
馬連票数 計 531389 的中 �� 53395（1番人気）
馬単票数 計 356690 的中 �� 23010（1番人気）
ワイド票数 計 271881 的中 �� 26648（1番人気）�� 18621（3番人気）�� 12215（6番人気）
3連複票数 計 716773 的中 ��� 46044（1番人気）
3連単票数 計1150716 的中 ��� 19882（1番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．5―12．5―12．5―13．4―13．0―13．0―13．1―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．0―30．5―43．0―55．5―1：08．9―1：21．9―1：34．9―1：48．0―2：00．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アキレスバイオ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．7．22 新潟8着

2010．4．6生 牡3芦 母 ヒカルトキメキ 母母 アラビアンジュエル 16戦1勝 賞金 13，190，000円
〔制裁〕 メイスンインパルス号の騎手西田雄一郎は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアンフォックス号・ウインチェイサー号・メイスンインパルス号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成25年7月15日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



15055 6月15日 曇 良 （25東京3）第5日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時30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
1：31．3
1：30．7

良
良

24 オーゴンチャチャ 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ 永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 432－ 41：33．4 10．3�
（豪）

47 マイネジュリエッタ 牝3黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 448－ 2 〃 クビ 22．9�

23 ボンジュールココロ 牝3鹿 54 柴田 善臣田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 460＋ 8 〃 ハナ 33．3�
48 ア ン レ ー ル 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 444－ 61：33．5� 7．2�
36 � マイネグロリアーナ 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana
Farms LLC 478－ 21：33．71 5．7	

714 アサクサゴールド 牡3黒鹿56 蛯名 正義田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 458－ 41：34．01	 2．9

815 ブライトチェリー 牝3芦 54 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 464＋ 2 〃 クビ 5．3�
612 デルマコナキジジ 
3栗 56 西村 太一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 476－ 41：34．1	 50．3�
816 エイトエンダー 牡3黒鹿56 横山 典弘吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 464＋ 41：34．2クビ 8．4
510 メ ロ ー ペ 牝3黒鹿54 吉田 豊岡田 壮史氏 小野 次郎 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 4 〃 クビ 204．7�
11 ダブルアクセル 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 460－ 41：34．52 12．8�
59 ワンダリングブルー 牡3栗 56 西田雄一郎 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 454± 01：35．03 419．9�
35 アポロンバローズ 牡3黒鹿56 江田 照男猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 石郷岡 雅樹 496 ―1：37．4大差 181．7�
12 タ マ オ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：37．72 331．3�
611 アズールウィンドウ 牡3栗 56 石橋 脩青芝商事� 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 542 ―1：38．12� 171．0�
713 グローネンダール 牡3青 56 北村 宏司菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 500－ 41：38．41	 292．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，301，100円 複勝： 53，406，100円 枠連： 20，102，000円
馬連： 69，144，300円 馬単： 44，370，100円 ワイド： 34，538，200円
3連複： 87，431，200円 3連単： 139，892，100円 計： 478，185，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 310円 � 680円 � 690円 枠 連（2－4） 2，130円

馬 連 �� 9，310円 馬 単 �� 17，730円

ワ イ ド �� 2，680円 �� 3，230円 �� 7，070円

3 連 複 ��� 70，220円 3 連 単 ��� 374，060円

票 数

単勝票数 計 293011 的中 � 22441（6番人気）
複勝票数 計 534061 的中 � 50533（6番人気）� 19768（8番人気）� 19374（9番人気）
枠連票数 計 201020 的中 （2－4） 6996（13番人気）
馬連票数 計 691443 的中 �� 5485（30番人気）
馬単票数 計 443701 的中 �� 1847（55番人気）
ワイド票数 計 345382 的中 �� 3194（30番人気）�� 2641（32番人気）�� 1191（43番人気）
3連複票数 計 874312 的中 ��� 919（106番人気）
3連単票数 計1398921 的中 ��� 276（608番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．8―46．7―58．8―1：10．2―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．6
3 12－3－（4，6）（7，8）1，10，9－14－16（5，2，15）－11＝13 4 12－3（4，6）（7，8）（1，10）（9，14）16－15－2，5－11＝13

勝馬の
紹 介

オーゴンチャチャ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2012．8．12 新潟6着

2010．2．19生 牝3鹿 母 オーゴンサンデー 母母 ピサノダイヤ 7戦1勝 賞金 7，200，000円
〔制裁〕 デルマコナキジジ号の騎手西村太一は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。

マイネジュリエッタ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマオ号・アズールウィンドウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月15日

まで平地競走に出走できない。
グローネンダール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月15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。
（非抽選馬） 4頭 ウエスタンオウジ号・コフユチェリー号・ダイワフォース号・ラピッズトウショウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15056 6月15日 曇 稍重 （25東京3）第5日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

612 モリトリュウコ 牡3鹿 54 横山 典弘石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 474± 01：36．2 3．2�
24 カントリースノー �6黒鹿 57

55 △嶋田 純次鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B516± 01：36．3� 17．3�
815 オリオンザスター 牡3栗 54 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 502＋ 81：36．61� 14．6�
48 プリュキエール 牡4青鹿57 北村 宏司 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 494－ 4 〃 クビ 7．5�
816 ベールグリーン 牡3黒鹿54 江田 照男斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 482＋ 41：37．02� 108．4�
12 ツクババンドーオー 牡4鹿 57 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 492＋ 6 〃 クビ 7．4	
47 ヴェルティゴ 牡4青鹿57 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 512＋161：37．21	 25．4

714
 トーセンブリッツ 牡5青 57 C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B468＋ 21：37．41	 17．9�

（豪）

11 コスモパルダ 牡4青鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 41：37．5� 82．7
611
 ナンヨーヤシマ 牡4青鹿57 西村 太一中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 510－ 41：37．6� 313．3�
510
 シゲルクルミ 牡4鹿 57 柴田 善臣森中 蕃氏 佐藤 吉勝 浦河 三枝牧場 476＋ 21：37．7クビ 27．1�
713 マンボマンボ 牡4鹿 57 西田雄一郎久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 466－ 21：37．91	 348．7�
23 
 ヒシパンサー 牡4栗 57 大庭 和弥阿部 雅英氏 小笠 倫弘 浦河 中村 雅明 506＋141：38．11� 52．3�
59 バイタルフォルム 牡3黒鹿54 戸崎 圭太髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 478＋ 61：38．31	 19．2�
36 
 キボウノチカラ 牡4鹿 57 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 460－ 41：40．5大差 490．1�
35 ヘイローフォンテン 牡3鹿 54 田中 勝春吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 504－ 21：41．56 3．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，977，900円 複勝： 50，447，800円 枠連： 20，717，900円
馬連： 75，925，800円 馬単： 45，382，200円 ワイド： 36，277，800円
3連複： 96，739，500円 3連単： 152，453，900円 計： 506，922，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 180円 � 380円 � 420円 枠 連（2－6） 2，780円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 910円 �� 920円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 9，760円 3 連 単 ��� 40，320円

票 数

単勝票数 計 289779 的中 � 72960（2番人気）
複勝票数 計 504478 的中 � 90688（2番人気）� 31311（5番人気）� 28208（7番人気）
枠連票数 計 207179 的中 （2－6） 5502（14番人気）
馬連票数 計 759258 的中 �� 23079（8番人気）
馬単票数 計 453822 的中 �� 9227（11番人気）
ワイド票数 計 362778 的中 �� 9988（10番人気）�� 9948（11番人気）�� 3471（34番人気）
3連複票数 計 967395 的中 ��� 7322（34番人気）
3連単票数 計1524539 的中 ��� 2791（114番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―12．1―12．4―12．3―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．8―46．9―59．3―1：11．6―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モリトリュウコ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．10．13 東京1着

2010．3．20生 牡3鹿 母 ヘクタープリンセス 母母 プリンセストリステ 9戦2勝 賞金 18，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘイローフォンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月15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。
（非当選馬） 1頭 アビスコ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



15057 6月15日 曇 良 （25東京3）第5日 第9競走 ��1，600�
ひ の

日 野 特 別
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

59 チャーチクワイア 牝4栗 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462± 01：32．8 7．8�
48 シャンボールフィズ 牝4鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 432－ 21：33．01 11．0�
714 ウイングドウィール 牝4黒鹿55 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 アタマ 18．9�
713 ラスヴェンチュラス 牝4鹿 55 蛯名 正義西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 418＋ 6 〃 クビ 1．7�
611 イルミナティ 牝3鹿 52 吉田 豊ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 478＋ 81：33．1� 32．3	
24 � アクアライン 牝4黒鹿55 松岡 正海古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 456± 0 〃 クビ 37．1

23 ジーニマジック 牝3鹿 52 戸崎 圭太田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 472＋ 41：33．31� 4．8�
11 プリンセスカママル 牝3鹿 52 柴田 善臣 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 440－101：33．51� 18．1�
816 コスモミレネール 牝4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 81：33．6	 65．7
510 フェニーチェ 牝4鹿 55 横山 典弘広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 466＋ 61：33．7	 34．4�
36 ツキノウサギ 牝3鹿 52 江田 照男飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B442－ 21：33．8	 94．4�
35 アルマシャウラ 牝3鹿 52 武士沢友治コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 430＋ 41：33．9	 401．5�
612 カカアデンカ 牝3栗 52 西村 太一星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B440－ 81：34．0� 121．6�
815� シークレットベース 牝5鹿 55 石橋 脩山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 444± 01：34．21� 135．2�
47 インティワタナ 牝3鹿 52 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 城地 清満 452＋ 81：35．58 647．5�

（15頭）
12 クイーンアルタミラ 牝4黒鹿55 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，120，600円 複勝： 87，807，500円 枠連： 27，324，300円
馬連： 106，211，900円 馬単： 72，465，000円 ワイド： 48，121，000円
3連複： 130，548，500円 3連単： 257，553，800円 計： 774，152，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 380円 � 510円 枠 連（4－5） 2，230円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，420円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 12，900円 3 連 単 ��� 59，050円

票 数

単勝票数 計 441206 的中 � 44916（3番人気）
複勝票数 計 878075 的中 � 124577（3番人気）� 57815（4番人気）� 41103（5番人気）
枠連票数 計 273243 的中 （4－5） 9048（8番人気）
馬連票数 計1062119 的中 �� 26763（11番人気）
馬単票数 計 724650 的中 �� 8546（19番人気）
ワイド票数 計 481210 的中 �� 12436（10番人気）�� 8342（15番人気）�� 4907（24番人気）
3連複票数 計1305485 的中 ��� 7474（38番人気）
3連単票数 計2575538 的中 ��� 3219（159番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．2―12．0―11．9―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．5―46．5―58．4―1：09．8―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．4
3 16，11－3，7（1，8）（4，6，14）9－（10，12）13，5，15 4 16－11，3（7，8）（1，6，14）（4，9）（10，12，13）（5，15）

勝馬の
紹 介

チャーチクワイア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．9．10 札幌3着

2009．2．1生 牝4栗 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 15戦3勝 賞金 36，563，000円
〔出走取消〕 クイーンアルタミラ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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 クリノモンテローザ号・ゴールデンムーン号

15058 6月15日 曇 良 （25東京3）第5日 第10競走 ��
��2，400�

あ し の こ

芦 ノ 湖 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．6．16以降25．6．9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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

45 ドリームゴスペル 牡6鹿 55 武士沢友治セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 532± 02：25．3 15．1�
57 タイキプレミアム 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ �大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 466－ 6 〃 クビ 4．4�

（豪）

44 コスモカンタービレ 牡6黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 498± 02：25．72� 102．3�
711 ルシャンベルタン 牡5鹿 54 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B494＋ 6 〃 アタマ 74．3�
812 ス ノ ー ド ン 牡4黒鹿56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 4 〃 ハナ 5．5	
33 ニシキホマレ 牡6鹿 53 嶋田 純次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 500－ 22：25．8� 24．4

68 ブリッジクライム 牝4鹿 55．5 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 464＋16 〃 ハナ 3．9�
11 エクセルサス 牡6栃栗56 北村 宏司 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 516－ 8 〃 ハナ 11．0�
22 ピュアソルジャー 牡3鹿 52 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 474＋ 42：25．9� 7．0
69 ヒールゼアハーツ 牡5栗 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 同着 5．0�
813	 ヴェルデライト 牝5鹿 51 江田 照男 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 466± 02：26．1� 57．3�
710 アドバンスヘイロー 牡7青鹿55 松岡 正海西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 462＋ 22：26．42 161．2�
56 	 セイカミカワ 牝6黒鹿50 石神 深一久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 506＋102：28．1大差 207．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，136，500円 複勝： 68，722，100円 枠連： 26，973，100円
馬連： 119，523，100円 馬単： 65，095，100円 ワイド： 45，936，900円
3連複： 142，722，500円 3連単： 256，900，100円 計： 764，009，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 410円 � 210円 � 1，450円 枠 連（4－5） 3，300円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 7，660円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 6，130円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 57，190円 3 連 単 ��� 364，610円

票 数

単勝票数 計 381365 的中 � 19936（7番人気）
複勝票数 計 687221 的中 � 42315（7番人気）� 109783（3番人気）� 10238（10番人気）
枠連票数 計 269731 的中 （4－5） 6034（13番人気）
馬連票数 計1195231 的中 �� 27115（18番人気）
馬単票数 計 650951 的中 �� 6277（36番人気）
ワイド票数 計 459369 的中 �� 9926（18番人気）�� 1809（46番人気）�� 2739（33番人気）
3連複票数 計1427225 的中 ��� 1842（105番人気）
3連単票数 計2569001 的中 ��� 520（620番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．8―35．8―48．0―1：00．2―1：12．8―1：25．6―1：37．9―1：50．0―2：01．6―2：13．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームゴスペル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2010．2．27 中山10着

2007．3．31生 牡6鹿 母 レットルダムール 母母 ダイナチヤイナ 15戦4勝 賞金 51，757，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



15059 6月15日 曇 良 （25東京3）第5日 第11競走 ��
��2，000�ジューンステークス

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 エキストラエンド 牡4鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 460－ 21：59．6 2．8�
811 ジェントルマン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 490＋ 81：59．7� 2．2�
79 マーブルデイビー 牡7栗 57 石橋 脩下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 494＋ 4 〃 クビ 47．2�
56 ヴァーゲンザイル 	5黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 ハナ 7．2�
710 マイネルグート 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 516－ 2 〃 ハナ 27．5	
67 ネオブラックダイヤ 牡5青鹿57 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 6 〃 アタマ 11．8

55 シンボリボルドー 牡6鹿 57 武士沢友治シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 462－ 42：00．01
 273．4�
68 � リリエンタール 牡6鹿 57 田中 勝春山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida 444＋ 2 〃 クビ 36．4�
812 トウカイオーロラ 牡6黒鹿57 柴田 善臣内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 482－ 42：00．1� 12．4
44 ポールアックス 	7鹿 57 嶋田 純次山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508－142：00．2� 31．2�
22 サイモントルナーレ 牡7栗 57 蛯名 正義澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 458－ 42：00．83� 106．9�
11 ニシノヴァンクール 牡6青鹿57 松岡 正海西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 508± 02：01．65 70．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 65，671，600円 複勝： 91，775，800円 枠連： 55，096，600円
馬連： 237，357，000円 馬単： 144，331，700円 ワイド： 84，985，600円
3連複： 289，599，000円 3連単： 672，399，100円 計： 1，641，216，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 120円 � 550円 枠 連（3－8） 270円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，370円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 7，890円

票 数

単勝票数 計 656716 的中 � 185927（2番人気）
複勝票数 計 917758 的中 � 207062（2番人気）� 280102（1番人気）� 24332（9番人気）
枠連票数 計 550966 的中 （3－8） 154527（1番人気）
馬連票数 計2373570 的中 �� 603289（1番人気）
馬単票数 計1443317 的中 �� 164309（2番人気）
ワイド票数 計 849856 的中 �� 190914（1番人気）�� 12007（18番人気）�� 16467（13番人気）
3連複票数 計2895990 的中 ��� 85080（7番人気）
3連単票数 計6723991 的中 ��� 62896（22番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―11．9―12．2―11．9―12．1―12．2―11．2―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．8―36．7―48．9―1：00．8―1：12．9―1：25．1―1：36．3―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

エキストラエンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Garde Royale デビュー 2012．1．5 京都4着

2009．4．7生 牡4鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja 13戦5勝 賞金 88，132，000円
※サイモントルナーレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

15060 6月15日 曇 稍重 （25東京3）第5日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

48 � フロリダブルー 牡3鹿 54 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 米 Darley & Craig
D. Upham 462＋ 41：23．9 8．0�

47 シンキングマシーン 牡4黒鹿57 横山 典弘佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 506－ 61：24．11	 1．6�
510� アンバウンド 牝4栗 55 北村 宏司�大樹ファーム 大竹 正博 米 Colts Neck

Stables, LLC. 474＋ 41：24．31
 9．8�
714� フェアエレン 牝4栗 55 蛯名 正義前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC 478＋ 81：24．51
 40．8�
612� ローレンルーナ 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 478＋ 2 〃 ハナ 11．3	
（豪）

815 シンボリスウィフト 牡4黒鹿57 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 488＋121：24．6クビ 35．1

59 � 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

456－ 61：24．81 6．0�
36 デイブレイク 牡5鹿 57 松岡 正海�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B488－ 21：25．01 60．0�
24 ハヤブサフィーバー 牡4栗 57 柴田 善臣武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484＋ 6 〃 ハナ 159．6
713 トウショウハマー 牡4栗 57 柴田 大知トウショウ産業� 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 578－22 〃 クビ 217．4�
11 カリスマアキラ 牡4栗 57

55 △嶋田 純次 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 478＋ 41：25．42	 61．5�
35 � レッドガルシア 牡4栗 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 B500＋ 6 〃 アタマ 82．3�
12 � ロードエストレーラ 牡4栗 57 武士沢友治 �ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 丸幸小林牧場 510＋ 81：25．71 121．3�
816�� ピューマティック 牡5鹿 57 西田雄一郎林 正道氏 栗田 徹 米 Lazy Lane

Farms, Inc. B528－ 41：26．01 594．4�
611� トミケンウエスト 牡4鹿 57 江田 照男冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 476± 0 〃 クビ 252．9�
23 クリスタルカイザー 牡3鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム B462－181：28．8大差 95．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，309，800円 複勝： 135，428，600円 枠連： 38，388，900円
馬連： 127，424，700円 馬単： 95，309，200円 ワイド： 59，858，400円
3連複： 169，650，000円 3連単： 391，406，300円 計： 1，067，775，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 180円 � 110円 � 190円 枠 連（4－4） 540円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 270円 �� 800円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 9，940円

票 数

単勝票数 計 503098 的中 � 49876（3番人気）
複勝票数 計1354286 的中 � 106941（3番人気）� 808964（1番人気）� 96514（4番人気）
枠連票数 計 383889 的中 （4－4） 52658（2番人気）
馬連票数 計1274247 的中 �� 161808（2番人気）
馬単票数 計 953092 的中 �� 35326（7番人気）
ワイド票数 計 598584 的中 �� 58886（2番人気）�� 15795（9番人気）�� 58272（3番人気）
3連複票数 計1696500 的中 ��� 89118（4番人気）
3連単票数 計3914063 的中 ��� 29088（24番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．4―12．1―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．4―59．5―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．5
3 ・（3，10，12）（6，13）8，7，9（1，5）14－15（2，11）16，4 4 ・（3，10，12）（6，13）8（7，5，9）（1，14）15，2（11，16）4

勝馬の
紹 介

�フロリダブルー �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Hennessy デビュー 2013．4．14 中山3着

2010．3．26生 牡3鹿 母 Word o’ Wisdom 母母 Word o’ Ransom 4戦2勝 賞金 15，500，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（25東京3）第5日 6月15日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 168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

178，260，000円
4，160，000円
9，240，000円
1，380，000円
15，690，000円
59，823，000円
4，946，400円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
386，046，000円
699，312，100円
268，661，600円
994，048，700円
657，897，300円
436，651，200円
1，259，753，800円
2，489，290，600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 7，191，661，300円

総入場人員 22，726名 （有料入場人員 21，675名）
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