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15013 6月8日 小雨 不良 （26東京3）第2日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時05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
1：34．4
1：33．3

重
良

48 エンドレストライ 牝3黒鹿54 田辺 裕信飯田 正剛氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 468＋ 81：37．2 4．3�
510 サウザンドオークス 牝3栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド B440± 01：37．3� 6．4�
11 イデアオブクィーン 牝3芦 54 武 豊益田 修一氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 400＋ 61：37．4� 7．5�
12 ラズライトブルー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �ブルーマネジメント田島 俊明 新冠 川上 悦夫 430＋ 21：37．82� 4．4�
59 エドノプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 460＋ 61：38．01� 10．0�
36 ローズオヌットゥ 牝3鹿 54 丸田 恭介栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 386－ 21：38．1� 47．0	
713 モンレーヴリアン 牝3青鹿54 嘉藤 貴行落合 幸弘氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 450－101：38．31� 32．2

815 シャノンラン 牝3栗 54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 41：38．4� 32．5�
612 クラシックセーラ 牝3鹿 54 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 新ひだか 寺越 政幸 462± 01：38．5� 45．3�
23 イ ト ハ ユ リ 牝3芦 54 三浦 皇成 サンデーレーシング 相沢 郁 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 41：38．71� 78．2�
611 キモンオレンジ 牝3鹿 54 柴田 大知小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか へいはた牧場 466± 01：39．01� 9．4�
714 クリアレイク 牝3鹿 54 的場 勇人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 440＋101：39．21� 213．1�
47 シ ナ モ ン 牝3栗 54 松岡 正海村島 昭男氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B444－ 61：39．73 77．8�
816 ルミノアルマース 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也尾上 松壽氏 松山 将樹 登別 青藍牧場 524＋141：40．02 184．9�
24 デザートオブムーン 牝3黒鹿54 内田 博幸 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B480± 0 〃 アタマ 38．6�
35 ビ バ ホ ー プ 牝3栗 54 武士沢友治桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 506＋ 4 （競走中止） 7．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，259，200円 複勝： 42，115，700円 枠連： 17，682，600円
馬連： 64，247，400円 馬単： 36，204，500円 ワイド： 30，998，700円
3連複： 88，246，200円 3連単： 124，441，300円 計： 427，195，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 210円 � 270円 枠 連（4－5） 900円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 610円 �� 930円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 24，610円

票 数

単勝票数 計 232592 的中 � 42378（1番人気）
複勝票数 計 421157 的中 � 67672（2番人気）� 53792（3番人気）� 36165（6番人気）
枠連票数 計 176826 的中 （4－5） 15169（3番人気）
馬連票数 計 642474 的中 �� 31237（4番人気）
馬単票数 計 362045 的中 �� 9518（5番人気）
ワイド票数 計 309987 的中 �� 13462（3番人気）�� 8486（12番人気）�� 7539（15番人気）
3連複票数 計 882462 的中 ��� 12741（17番人気）
3連単票数 計1244413 的中 ��� 3665（69番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．8―12．5―12．7―12．6―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．2―47．7―1：00．4―1：13．0―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンドレストライ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2014．5．11 東京3着

2011．5．30生 牝3黒鹿 母 エンドレスガール 母母 タレンテイドガール 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔競走中止〕 ビバホープ号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 サウザンドオークス号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1

番）

15014 6月8日 小雨 不良 （26東京3）第2日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

59 フラクシヌス 牡3芦 56 西田雄一郎加藤 徹氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 540－ 61：24．3 33．4�
35 ポッドジョーカー 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ 小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 472－ 61：24．4� 3．6�

（豪）

714� ブルーミーフラワー 牡3鹿 56 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &
Brandywine Farm 478＋ 41：24．5� 5．7�

11 ア マ ク ダ リ 牡3栗 56 宮崎 北斗千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 神垣 道弘 496＋ 41：25．03 8．5�
611 トウカイリーブル 牡3鹿 56 江田 照男内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 B470－ 41：25．1クビ 22．7�
23 アンフォルタス 牡3鹿 56 嘉藤 貴行伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 474－10 〃 ハナ 225．9	
24 ミュゼキングダム 牡3鹿 56 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 浦河 笠松牧場 498± 0 〃 ハナ 11．4

510 ユキノプリンス 牡3黒鹿56 秋山真一郎井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 服部 牧場 452± 01：25．41� 5．1�
713� コスモキングダム 牡3黒鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 手塚 貴久 米 Nagako

Fujita 546＋161：25．5	 9．3�
12 ローレルパシオン 牡3鹿 56 北村 宏司 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 454＋ 41：25．6クビ 27．0
48 ストームボーイ 牡3鹿 56 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 2 〃 クビ 23．6�
815 ショッキングコート 牡3栗 56 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 498－ 21：25．7クビ 15．3�
47 ベアファースト 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 448± 01：25．91
 29．2�

816 レッドリベリオン 牡3鹿 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 戸田 博文 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 01：26．75 34．8�

36 ボールドブルーム 牡3鹿 56 田中 勝春増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 460－101：26．91
 128．7�
612 リネンプロフィット �3鹿 56

53 ▲井上 敏樹戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 440－161：29．3大差 189．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，790，700円 複勝： 46，071，800円 枠連： 18，335，900円
馬連： 65，459，600円 馬単： 36，865，200円 ワイド： 32，536，200円
3連複： 85，255，100円 3連単： 121，124，900円 計： 431，439，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，340円 複 勝 � 680円 � 170円 � 190円 枠 連（3－5） 850円

馬 連 �� 7，700円 馬 単 �� 20，040円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 2，740円 �� 450円

3 連 複 ��� 11，270円 3 連 単 ��� 95，450円

票 数

単勝票数 計 257907 的中 � 6164（12番人気）
複勝票数 計 460718 的中 � 13046（11番人気）� 84062（1番人気）� 68464（3番人気）
枠連票数 計 183359 的中 （3－5） 16684（3番人気）
馬連票数 計 654596 的中 �� 6584（26番人気）
馬単票数 計 368652 的中 �� 1379（70番人気）
ワイド票数 計 325362 的中 �� 3532（27番人気）�� 2891（36番人気）�� 20496（2番人気）
3連複票数 計 852551 的中 ��� 5669（37番人気）
3連単票数 計1211249 的中 ��� 920（306番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．4―12．3―12．1―12．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．6
3 8（9，11）1（3，4，12）（5，7，14）15，13，10，2－6，16 4 ・（8，9）11（1，4，14）（3，5，12）7（13，15）10，2－（16，6）

勝馬の
紹 介

フラクシヌス �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．2．1 東京7着

2011．5．20生 牡3芦 母 アッシュケーク 母母 ケイアイグローリー 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 アンフォルタス号の騎手嘉藤貴行は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オールレディゼア号・ダイオプサイド号・ファインクリスエス号
※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２日



15015 6月8日 小雨 不良 （26東京3）第2日 第3競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走11時05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

34 オペラハット 牡3鹿 56 横山 典弘小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 450＋202：11．2 2．6�
712 ウェルヴァースト 牡3栗 56 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456± 02：11．51� 3．6�
815 ダンディゴールド 牡3鹿 56 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 新冠 柏木 一則 458＋ 22：11．82 29．5�
22 ゲームクライシス 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 沖田牧場 472± 0 〃 クビ 8．9�
610 ト リ レ ン マ 牡3栗 56 横山 和生池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 B488± 02：12．01� 11．1�
23 ハワイアンブロー 牡3栗 56 J．モレイラ有限会社シルク大竹 正博 安平 ノーザンファーム B524－ 42：13．17 17．7�

（香港）

814 ダベンポート �3栗 56 大庭 和弥北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 486± 02：13．2� 86．8	
611 ファイナルカヨ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹泉 一郎氏 和田 雄二 日高 戸川牧場 452＋162：13．3クビ 152．2

11 トーホウビースト 牡3青鹿56 木幡 初広東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 B448＋ 22：14．04 100．2�
59 サドラーズヒーロ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 478－ 42：14．21� 219．5
46 レッドイルヴェント 牡3黒鹿56 伊藤 工真 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464－ 6 〃 クビ 108．3�
47 モンサンプロキオン 牡3鹿 56 松岡 正海山下 新一氏 小野 次郎 新冠 飛渡牧場 B490± 02：14．51� 6．9�
713 シャイニーパレス 牡3黒鹿56 田辺 裕信小林 昌志氏 池上 昌弘 平取 雅 牧場 506－ 82：14．6� 33．5�
58 クインズエッセンス �3鹿 56 北村 宏司 �クイーンズ・ランチ 池上 昌弘 新ひだか 松田牧場 474± 02：14．92 11．2�
35 ベレロフォン 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁�飛渡牧場 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 412－ 42：15．53� 263．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，119，000円 複勝： 43，277，900円 枠連： 15，677，700円
馬連： 62，313，000円 馬単： 40，082，100円 ワイド： 29，755，600円
3連複： 81，756，100円 3連単： 133，741，600円 計： 433，723，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 140円 � 420円 枠 連（3－7） 440円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，230円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 10，050円

票 数

単勝票数 計 271190 的中 � 81500（1番人気）
複勝票数 計 432779 的中 � 89192（2番人気）� 97783（1番人気）� 17459（8番人気）
枠連票数 計 156777 的中 （3－7） 27326（1番人気）
馬連票数 計 623130 的中 �� 107355（1番人気）
馬単票数 計 400821 的中 �� 37864（1番人気）
ワイド票数 計 297556 的中 �� 42815（1番人気）�� 5471（15番人気）�� 5164（17番人気）
3連複票数 計 817561 的中 ��� 18156（10番人気）
3連単票数 計1337416 的中 ��� 9646（21番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―18．1―30．7―43．5―56．5―1：08．4―1：21．0―1：33．9―1：46．5―1：58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．3
1
3

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

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

オペラハット �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2013．10．20 新潟8着

2011．1．12生 牡3鹿 母 ボ ウ レ ジ ュ 母母 レディベローナ 11戦1勝 賞金 8，400，000円
［他本会外：1戦0勝］

※レッドイルヴェント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

15016 6月8日 小雨 不良 （26東京3）第2日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時35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
1：19．6
1：19．0

良
良

23 サンマルホウセキ 牝3鹿 54 四位 洋文相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 434－ 81：25．8 6．8�
818 コスモラパン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 404＋ 6 〃 クビ 8．2�
11 ナスタイザン 牝3黒鹿54 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 452＋ 21：26．11� 4．9�
611 ヒラボクボーノ 牡3鹿 56 横山 典弘�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 432－ 21：26．52� 7．8�
24 ヤマニンマルキーザ 牡3栗 56 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 448＋ 21：26．71	 4．7	
715 サトノスティング 牡3青鹿56 戸崎 圭太里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム B448－ 4 〃 アタマ 14．2

510 アンリキャトル 牡3黒鹿56 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 アタマ 4．6�
47 アサカバハムート 牡3鹿 56 柴山 雄一�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 438＋ 41：26．9� 247．3�
817 マトリックス 牡3鹿 56 吉田 豊 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 
川 啓一 454－ 21：27．0� 26．0
35 ラブシューペ 牝3青 54 田辺 裕信増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 420－ 81：27．1クビ 127．3�
48 ハディージャ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也吉田 正志氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 448 ― 〃 ハナ 56．4�
36 ヤマニントレフル 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 430＋ 61：27．31� 164．7�
12 サトノバイタル 牡3栗 56 岩田 康誠里見 治氏 成島 英春 新ひだか 矢野牧場 496－ 41：27．4クビ 79．3�
714 ピンキーカフェ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 396－ 4 〃 クビ 141．4�
816 ノーブルレッド 牝3黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 428－ 21：27．72 240．0�
59 オーバーテイク 牡3青 56 横山 和生�橋本牧場 勢司 和浩 日高 浦新 徳司 434－ 81：28．12� 43．3�
612 トミケンフアーマ �3鹿 56 西田雄一郎冨樫 賢二氏 上原 博之 伊達 高橋農場 426－161：28．42 201．6�
713 タケショウレーブ 牡3栗 56 J．モレイラ�ナイト商事 奥村 武 浦河 富菜牧場 488＋ 81：29．67 31．6�

（香港）

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，454，100円 複勝： 50，642，200円 枠連： 20，862，300円
馬連： 72，371，200円 馬単： 41，132，600円 ワイド： 35，723，600円
3連複： 92，171，900円 3連単： 139，840，300円 計： 483，198，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 230円 � 190円 枠 連（2－8） 940円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 640円 �� 750円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 29，910円

票 数

単勝票数 計 304541 的中 � 35634（4番人気）
複勝票数 計 506422 的中 � 54032（6番人気）� 55852（4番人気）� 76982（3番人気）
枠連票数 計 208623 的中 （2－8） 17077（3番人気）
馬連票数 計 723712 的中 �� 19037（15番人気）
馬単票数 計 411326 的中 �� 5175（29番人気）
ワイド票数 計 357236 的中 �� 7768（15番人気）�� 14619（7番人気）�� 12223（10番人気）
3連複票数 計 921719 的中 ��� 17111（14番人気）
3連単票数 計1398403 的中 ��� 3389（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．9―48．6―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．2
3 12（5，13）（10，15）（6，18）（4，7）（8，9，11）（3，14，16）1，2－17 4 ・（5，12，13）（10，15）18（6，4）11（3，7，16）（1，8，9，14）（2，17）

勝馬の
紹 介

サンマルホウセキ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．19 東京5着

2011．4．4生 牝3鹿 母 キミホウセキ 母母 オ ロ ー ル 7戦1勝 賞金 10，250，000円
〔制裁〕 コスモラパン号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成26年6月14日から平成26年6月

15日まで騎乗停止。（被害馬：1番）
※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 メデューサノヒトミ号
※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。



15017 6月8日 曇 不良 （26東京3）第2日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：33．6
1：32．3

良
良

612 シゲルケンカヤマ 牡2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 446 ―1：41．0 71．7�
12 シ ー レ ッ ド 牡2栗 54 北村 宏司スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 武 牧場 444 ―1：41．42� 32．3�
715 ウインエスパシオ 牡2青鹿54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 494 ―1：41．61� 7．0�
11 マイネルヘルック 牡2栗 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 428 ― 〃 ハナ 14．6�
59 ツウローゼズ 牝2黒鹿54 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 434 ―1：41．8� 26．1�
35 ピックアンドポップ 牡2青鹿54 蛯名 正義大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 474 ―1：41．9� 15．3	
714 ベ ン ガ ル 牡2鹿 54 浜中 俊吉田 和美氏 高柳 瑞樹 浦河 杵臼牧場 446 ―1：42．53� 7．2

36 アラホウジョウ 牝2黒鹿54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 454 ― 〃 ハナ 10．0�
47 プレーケストーレン 牡2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 奥村 武 新ひだか タツヤファーム 514 ―1：42．6� 10．3
611 リバークルーズ 牝2栗 54 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 446 ―1：42．7� 87．4�
48 ネブカドネザル 牡2鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 414 ―1：42．8クビ 146．3�
817 アイリーグレイ 牝2芦 54 田辺 裕信前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 430 ―1：43．54 17．8�
816 ノースヒーロー 牡2栗 54 勝浦 正樹 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 454 ― 〃 クビ 96．3�
24 ナイトウォッチ 牡2栗 54 柴山 雄一�ミルファーム 粕谷 昌央 日高 小西ファーム 470 ―1：43．71� 64．6�
818 オルフィーク 牝2青鹿54 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 484 ―1：43．8クビ 11．6�
510 トーセンペンタゴン 牡2青 54 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 474 ―1：44．75 4．8�
23 キングデュナミス 牡2鹿 54 吉田 隼人村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 440 ― 〃 ハナ 8．4�
713 スペシャルガール 牝2黒鹿54 戸崎 圭太芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 武 牧場 456 ―1：45．55 22．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，431，500円 複勝： 43，065，000円 枠連： 29，956，800円
馬連： 76，129，400円 馬単： 39，167，600円 ワイド： 35，822，500円
3連複： 99，233，100円 3連単： 134，628，700円 計： 488，434，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，170円 複 勝 � 2，080円 � 1，030円 � 300円 枠 連（1－6） 13，280円

馬 連 �� 92，470円 馬 単 �� 176，960円

ワ イ ド �� 19，340円 �� 13，350円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 437，790円 3 連 単 ��� 3，365，710円

票 数

単勝票数 計 304315 的中 � 3394（15番人気）
複勝票数 計 430650 的中 � 4937（15番人気）� 10304（13番人気）� 44628（3番人気）
枠連票数 計 299568 的中 （1－6） 1748（30番人気）
馬連票数 計 761294 的中 �� 638（125番人気）
馬単票数 計 391676 的中 �� 166（244番人気）
ワイド票数 計 358225 的中 �� 476（112番人気）�� 691（93番人気）�� 1985（65番人気）
3連複票数 計 992331 的中 ��� 170（565番人気）
3連単票数 計1346287 的中 ��� 29（3650番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―12．4―13．3―13．1―12．4―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．8―37．2―50．5―1：03．6―1：16．0―1：28．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F37．4
3 ・（5，6）（2，4，15）（1，9，11）（8，17）（13，14，18）12（10，16）（3，7） 4 ・（2，5，6）（1，15）（4，9）（11，17）8（12，14，18）16（3，13，10）7

勝馬の
紹 介

シゲルケンカヤマ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 グ ラ ン デ ラ 初出走

2012．5．20生 牡2栗 母 シゲルキリガミネ 母母 トキファイター 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マイネルヘルック号の騎手石橋脩は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000円。

15018 6月8日 曇 不良 （26東京3）第2日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時55分（番組第7競走を順序変更） （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，500，000
1，500，000

円
円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

22 トーセンワープ 牡4鹿 57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ
スティファーム B462＋ 42：33．4 2．2�

44 フェスティヴイェル 牡3黒鹿53 北村 宏司臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 494＋ 42：34．14 2．9�
55 タイセイボルト 牡4青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 B460－ 62：34．52� 20．3�
77 � モ シ モ シ 牝4黒鹿55 武 豊小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 406± 0 〃 同着 4．4�
33 マイネルアクロス 牡5黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 42：34．92� 9．2	
11 ヴェリタラブ 牝4鹿 55 柴田 善臣山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 448－ 62：35．64 14．5

66 � トゥイードルダム �4鹿 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日高大洋牧場 B466－ 22：41．2大差 57．2�

（7頭）

売 得 金
単勝： 27，930，800円 複勝： 31，064，200円 枠連： 発売なし
馬連： 55，391，700円 馬単： 42，688，700円 ワイド： 19，921，300円
3連複： 54，941，000円 3連単： 188，171，100円 計： 420，108，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 110円 ��
��

270円
130円

��
��

260円
150円

3 連 複 ���
���

470円
180円 3 連 単 ���

���
1，690円
530円

票 数

単勝票数 計 279308 的中 � 98202（1番人気）
複勝票数 計 310642 的中 � 90531（1番人気）� 86815（2番人気）
馬連票数 計 553917 的中 �� 149130（1番人気）
馬単票数 計 426887 的中 �� 60230（1番人気）
ワイド票数 計 199213 的中 ��

��
41596
7791
（1番人気）
（9番人気）

��
��

7476
19160

（10番人気）
（3番人気）

�� 27266（2番人気）

3連複票数 計 549410 的中 ��� 36406（4番人気）��� 127661（1番人気）
3連単票数 計1881711 的中 ��� 38267（13番人気）��� 133222（1番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―13．2―13．3―13．0―13．0―12．9―12．8―12．3―12．0―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．6―38．8―52．1―1：05．1―1：18．1―1：31．0―1：43．8―1：56．1―2：08．1―2：20．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．3
1
3
2，3－4，6，5，7，1
2，3，4，5－7，1，6

2
4
2－3－4，5，6－7，1
2，3，4，5－（7，1）＝6

勝馬の
紹 介

トーセンワープ �

父 ディープインパクト �


母父 A.P. Indy デビュー 2012．8．5 新潟2着

2010．3．7生 牡4鹿 母 ピンロックリー 母母 Whist 15戦3勝 賞金 29，770，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥイードルダム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月8日まで平地競

走に出走できない。



15019 6月8日 小雨 不良 （26東京3）第2日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分（番組第6競走を順序変更） （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

47 � サンタクローチェ 牝4青鹿55 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472－ 21：35．3 2．9�
714 クラリティーエス 牝4青鹿55 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 496＋161：35．4� 10．3�
48 ブルーバレット 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 458－ 21：35．5クビ 6．1�
612 マキノクィーン 牝4鹿 55 蛯名 正義島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 490－ 21：35．6� 10．5�
23 ファストソング 牝4栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 490± 01：35．7� 26．5�
59 スペルオンミー 牝3黒鹿52 北村 宏司吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 542＋ 21：35．8クビ 4．8�
35 オメガラヴィータ 牝4栗 55 C．ウィリアムズ 原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B464－ 21：35．9	 24．6	

（豪）

713 サンバビーン 牝4鹿 55 大庭 和弥岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 472－ 8 〃 クビ 31．1

611 アンルーリー 牝4鹿 55 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 486＋12 〃 アタマ 32．4�
815 リンガスアリュール 牝3栗 52 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 500－ 2 〃 ハナ 22．5�
24 � オ フ シ ョ ア 牝5鹿 55 内田 博幸 グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B450＋ 81：36．21� 37．8�
816 ヤマニンミミック 牝6黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 498＋ 81：36．83	 234．9�
12 セ イ ク ラ ベ 牝4青鹿55 柴山 雄一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 462＋ 21：37．33 171．2�
11 レディーピンク 牝4鹿 55 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 442＋ 41：37．93	 56．3�
510 ラ ブ ユ ー 牝3栗 52 戸崎 圭太�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 480－ 2 〃 ハナ 9．0�
36 � トゥユアハート 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太吉田喜代司氏 小野 次郎 日高 藤本ファーム B424＋ 21：38．85 188．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，450，800円 複勝： 59，509，800円 枠連： 34，379，300円
馬連： 98，192，700円 馬単： 50，885，800円 ワイド： 44，847，200円
3連複： 123，720，000円 3連単： 181，865，000円 計： 627，850，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 270円 � 200円 枠 連（4－7） 770円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 620円 �� 410円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 11，740円

票 数

単勝票数 計 344508 的中 � 91997（1番人気）
複勝票数 計 595098 的中 � 139486（1番人気）� 46663（6番人気）� 70302（3番人気）
枠連票数 計 343793 的中 （4－7） 34600（2番人気）
馬連票数 計 981927 的中 �� 52327（3番人気）
馬単票数 計 508858 的中 �� 15313（6番人気）
ワイド票数 計 448472 的中 �� 18504（4番人気）�� 30045（2番人気）�� 8744（13番人気）
3連複票数 計1237200 的中 ��� 34156（3番人気）
3連単票数 計1818650 的中 ��� 11223（15番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．5―11．8―11．9―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．6―33．9―45．4―57．2―1：09．1―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．1
3 ・（9，8）－6，10，1（13，16）7，5（14，15）－（4，12）－（2，11）3 4 ・（9，8）＝6（1，13，10）（7，16）（14，5，15）（4，12）11（2，3）

勝馬の
紹 介

�サンタクローチェ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Runaway Groom

2010．3．9生 牝4青鹿 母 フォーチュネイトダムゼル 母母 Consider It Done 11戦2勝 賞金 23，850，000円
初出走 JRA

※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 セトノブロッサム号
※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。

15020 6月8日 小雨 不良 （26東京3）第2日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

713 ワイルドダラー 牡3青鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 484－ 41：23．8 10．8�
714 ブライトマーサ 牡4黒鹿57 三浦 皇成�岡崎牧場 矢野 英一 新冠 競優牧場 480＋ 6 〃 ハナ 10．9�
12 サルバドールハクイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B454± 0 〃 ハナ 1．4�
48 ゴールドキセキ 牡3黒鹿54 岩田 康誠ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 520± 01：23．9� 6．5�
611 ジョージジョージ 牡4栗 57 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 456＋ 21：24．1� 20．1	
11 ジ ョ バ イ ロ 牡4鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 2 〃 クビ 24．1

816 ワ ン ダ フ ル �4栗 57 西田雄一郎諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456－101：24．2クビ 93．1�
815 オールデフィート 牡3鹿 54

51 ▲木幡 初也�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 466－ 81：24．41� 42．4�
23 	 シゲルアボカド 牡5鹿 57 丸田 恭介森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 480± 01：24．5クビ 47．2
36 シゲルウシュウ 牡3栗 54 石橋 脩森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 462＋ 81：24．71
 120．7�
59 	 ヴィクトリーケルブ 牡4鹿 57 江田 照男古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 日優牧場 502－ 8 〃 アタマ 195．3�
47 	 チャンピオンホーク 牡5栗 57 柴田 大知坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 川上 悦夫 462－14 〃 クビ 108．6�
510 オリオンザプラズマ 牡4栗 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 458＋ 21：24．8クビ 60．3�
35 	 トミケンブリランテ �4黒鹿57 J．モレイラ冨樫 賢二氏 高橋 文雅 えりも エクセルマネジメント 484－201：24．9� 69．2�

（香港）

612 ヘイハチスカイ 牡5鹿 57 松岡 正海伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 468＋ 81：25．85 107．3�
24 ユキノビリーブ 牝3黒鹿52 秋山真一郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 446－ 21：25．9� 52．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，230，100円 複勝： 143，258，200円 枠連： 29，738，500円
馬連： 104，767，600円 馬単： 77，048，300円 ワイド： 47，802，300円
3連複： 130，702，900円 3連単： 281，305，200円 計： 859，853，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 220円 � 200円 � 110円 枠 連（7－7） 4，950円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 12，260円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 430円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 30，220円

票 数

単勝票数 計 452301 的中 � 33363（3番人気）
複勝票数 計1432582 的中 � 50772（4番人気）� 58061（3番人気）� 1044856（1番人気）
枠連票数 計 297385 的中 （7－7） 4652（13番人気）
馬連票数 計1047676 的中 �� 14838（14番人気）
馬単票数 計 770483 的中 �� 4713（31番人気）
ワイド票数 計 478023 的中 �� 9943（14番人気）�� 28453（4番人気）�� 44479（2番人気）
3連複票数 計1307029 的中 ��� 43874（5番人気）
3連単票数 計2813052 的中 ��� 6747（87番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．3―12．2―11．8―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドダラー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2014．2．22 東京1着

2011．3．21生 牡3青鹿 母 ナムラミステリー 母母 タイキミステリー 2戦2勝 賞金 13，500，000円
〔騎手変更〕 トミケンブリランテ号の騎手杉原誠人は，負傷のためJ．モレイラに変更。
〔制裁〕 ワイルドダラー号の騎手内田博幸は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・11番・10番）

ブライトマーサ号の騎手三浦皇成は，決勝線手前で内側に斜行したことについて平成26年6月14日から平成26年6月15日
まで騎乗停止。（被害馬：8番）

〔その他〕 ブライトマーサ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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） 2頭 ブライトシチー号・フランスギャル号
（非抽選馬） 3頭 サイレンスバード号・ハイランドコンドル号・ハヤブサフィーバー号
※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。



15021 6月8日 小雨 不良 （26東京3）第2日 第9競走 ��
��1，800�ホンコンジョッキークラブトロフィー

発走14時25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

ホンコンジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

33 ロジメジャー 牡5黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 488－ 21：50．7 4．2�
11 カレンケカリーナ 牝4黒鹿55 J．モレイラ鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 502－ 41：50．8� 3．5�

（香港）

57 ヤマトダイアンサス 牝4栃栗55 松岡 正海みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 480± 01：51．12 18．1�
69 コーラルタワー 牡4黒鹿57 C．ウィリアムズ 田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 444± 01：51．73� 12．7�

（豪）

710 シャイニーリーヴァ 牡4鹿 57 勝浦 正樹小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 466± 0 〃 ハナ 20．2�
45 アードバーク 牡5鹿 57 西田雄一郎石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 476＋ 21：51．91� 166．6	
56 ナンヨーケンゴー 	4鹿 57 丸田 恭介中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 470－ 81：52．75 12．9

22 アンヴェイルド 牡3鹿 54 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490－ 21：52．8クビ 14．3�
813
 レッドシャンクス 牡5鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 504＋ 41：52．9� 7．9
812 カムイミンタラ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 490± 01：53．11� 15．9�
44 マイネルゼーラフ 牡3青鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 484＋ 21：53．52� 79．1�
711 トーセンジャステス 牡4鹿 57 武 豊島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 536－ 41：53．6クビ 5．4�
68 ヴァイスフェッター 牡3芦 54 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 458－ 6 〃 ハナ 106．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，773，100円 複勝： 67，584，900円 枠連： 34，466，200円
馬連： 143，319，600円 馬単： 71，344，200円 ワイド： 52，166，800円
3連複： 164，949，100円 3連単： 282，210，800円 計： 863，814，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 160円 � 450円 枠 連（1－3） 750円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，110円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 23，550円

票 数

単勝票数 計 477731 的中 � 90250（2番人気）
複勝票数 計 675849 的中 � 123531（1番人気）� 122592（2番人気）� 28710（10番人気）
枠連票数 計 344662 的中 （1－3） 35247（2番人気）
馬連票数 計1433196 的中 �� 138484（1番人気）
馬単票数 計 713442 的中 �� 31956（2番人気）
ワイド票数 計 521668 的中 �� 43061（1番人気）�� 11411（16番人気）�� 8993（23番人気）
3連複票数 計1649491 的中 ��� 22578（18番人気）
3連単票数 計2822108 的中 ��� 8686（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．1―47．8―1：00．1―1：12．4―1：24．9―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．6―3F38．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Cryptoclearance デビュー 2011．12．10 中山1着

2009．2．28生 牡5黒鹿 母 ヴィエールソンリ 母母 Chesa Plana 18戦2勝 賞金 47，713，000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。

15022 6月8日 小雨 不良 （26東京3）第2日 第10競走 ��
��1，400�

ゆ い が は ま

由 比 ヶ 浜 特 別
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．6．1以降26．6．1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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

57 モグモグパクパク 牡4栗 58 武 豊小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 454－141：24．9 8．7�
45 ガイヤースヴェルト 牡4黒鹿57．5 柴山 雄一 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492± 01：25．11� 4．5�
33 � エイシンキサナドゥ 牡3栗 53 北村 宏司�栄進堂 野中 賢二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

520－ 8 〃 クビ 5．3�
22 レッドエレンシア 牝6黒鹿54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 432± 01：25．52	 10．0�
711 シルバーレイショウ 牡5芦 54 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 21：25．6	 22．3	
710 ラインロバート 牡5青鹿55 江田 照男大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 460－121：25．81� 52．9

813 ヤサカシャイニー 牝6栗 52 津村 明秀志邑 宣彦氏 根本 康広 新冠 オリエント牧場 468＋ 61：25．9	 61．6�
56 レ ト 牡7鹿 55 田辺 裕信伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 472－ 21：26．11 12．3�
69 ローレルソラン 牡6鹿 55 吉田 隼人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 454－ 2 〃 ハナ 19．2
11 エ ネ ア ド 牡5鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 8 〃 クビ 20．1�
44 ゴールドカルラ 牝6鹿 54 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 520－ 41：26．2	 19．9�
812 ウエスタンメルシー 牝3鹿 51 戸崎 圭太西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 454－ 2 〃 アタマ 3．2�
68 マジカルポケット 牡6鹿 55 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 森永牧場 490＋101：27．05 125．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，205，400円 複勝： 80，129，300円 枠連： 35，688，500円
馬連： 190，154，600円 馬単： 89，763，200円 ワイド： 70，053，000円
3連複： 220，247，900円 3連単： 377，896，100円 計： 1，117，138，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 310円 � 190円 � 200円 枠 連（4－5） 930円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，250円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 21，760円

票 数

単勝票数 計 532054 的中 � 48786（4番人気）
複勝票数 計 801293 的中 � 57839（6番人気）� 118720（2番人気）� 113167（3番人気）
枠連票数 計 356885 的中 （4－5） 29693（4番人気）
馬連票数 計1901546 的中 �� 73424（6番人気）
馬単票数 計 897632 的中 �� 15651（16番人気）
ワイド票数 計 700530 的中 �� 23038（7番人気）�� 13875（15番人気）�� 31029（3番人気）
3連複票数 計2202479 的中 ��� 43697（6番人気）
3連単票数 計3778961 的中 ��� 12589（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．4―48．6―1：00．1―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モグモグパクパク �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．9 東京6着

2010．4．21生 牡4栗 母 ワスレナイデ 母母 サンシャインバレイ 20戦4勝 賞金 72，319，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目
３レース目



15023 6月8日 小雨 不良 （26東京3）第2日 第11競走
第64回農林水産省賞典

��
��1，600�安 田 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
3歳以上，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58�，牝馬
2�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000円
付 加 賞 3，612，000円 1，032，000円 516，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：31．3
1：30．7
1：31．3

良
良
良

510 ジャスタウェイ 牡5鹿 58 柴田 善臣大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498 1：36．8 1．7�

612 グランプリボス 牡6鹿 58 三浦 皇成�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502－ 8 〃 ハナ 148．4�
611 ショウナンマイティ 牡6青鹿58 北村 宏司国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 502－ 21：37．33 37．1�
59 ダノンシャーク 牡6鹿 58 内田 博幸�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 444－ 41：37．4クビ 34．7�
817 ワールドエース 牡5鹿 58 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 9．6	

（豪）

36 � グロリアスデイズ 	7青鹿58 J．モレイラトムブラウンズ・シンジケート J．サイズ 豪 Mr.R
Pietrykowski B482－101：37．5
 60．5


（Glorious Days（AUS））（香港） （香港）

815 サダムパテック 牡6鹿 58 田中 勝春大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512－ 2 〃 ハナ 213．9�

713 フ ィ エ ロ 牡5青鹿58 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 496－101：37．6� 17．7�

23 カレンブラックヒル 牡5黒鹿58 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466－ 21：37．91� 16．6
714 ク ラ レ ン ト 牡5栗 58 川田 将雅前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 494＋ 21：38．0クビ 50．2�
11 グランデッツァ 牡5栗 58 石橋 脩 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 ハナ 13．8�
35 エキストラエンド 牡5鹿 58 横山 典弘 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468± 01：38．1� 51．8�
24 リアルインパクト 牡6鹿 58 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 520＋ 81：38．41� 85．7�
816 トーセンラー 牡6黒鹿58 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 458－161：38．71� 22．0�
47 ホエールキャプチャ 牝6芦 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 480± 0 〃 クビ 20．5�
48 ミッキーアイル 牡3鹿 54 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 61：38．8
 7．4�
12 レッドスパーダ 牡8鹿 58 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 B532－ 21：39．86 105．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 674，497，800円 複勝： 697，112，300円 枠連： 524，479，400円 馬連： 2，208，571，700円 馬単： 1，268，258，000円
ワイド： 775，939，300円 3連複： 3，276，677，200円 3連単： 6，881，744，300円 5重勝： 688，307，700円 計： 16，995，587，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 2，200円 � 600円 枠 連（5－6） 2，630円

馬 連 �� 18，730円 馬 単 �� 20，330円

ワ イ ド �� 5，890円 �� 1，070円 �� 25，990円

3 連 複 ��� 91，160円 3 連 単 ��� 373，470円

5 重 勝
対象競走：東京9R／阪神10R／東京10R／阪神11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 158，540円

票 数

単勝票数 計6744978 的中 � 3160799（1番人気）
複勝票数 計6971123 的中 � 2708923（1番人気）� 50266（16番人気）� 202268（11番人気）
枠連票数 計5244794 的中 （5－6） 154074（11番人気）
馬連票数 計22085717 的中 �� 91346（40番人気）
馬単票数 計12682580 的中 �� 46782（50番人気）
ワイド票数 計7759393 的中 �� 33411（61番人気）�� 194540（9番人気）�� 7500（109番人気）
3連複票数 計32766772 的中 ��� 26956（211番人気）
3連単票数 計68817443 的中 ��� 13359（805番人気）
5重勝票数 計6883077 的中 ����� 3039

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．0―12．0―11．8―12．1―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．1―47．1―59．1―1：10．9―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．7
3 8，4（9，14）（2，3，6，16）（1，10，12，17）（11，13，15）－7－5 4 ・（8，4，9，14）（6，16）（2，3）（12，17）（1，10）（13，15）11，7，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャスタウェイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Wild Again デビュー 2011．7．23 新潟1着

2009．3．8生 牡5鹿 母 シ ビ ル 母母 シ ャ ロ ン 18戦5勝 賞金 464，602，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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。

15024 6月8日 小雨 不良 （26東京3）第2日 第12競走 ��
��1，600�

み う ら

三 浦 特 別
発走16時25分 （ダート・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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：34．4
1：33．3

重
良

48 トロワボヌール 牝4鹿 55 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464－ 41：34．1レコード 6．1�
510 ジャッカスバーク 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B518－ 21：34．2� 3．7�
611 ワイルドドラゴン 牡4鹿 57 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 518＋101：34．52 11．1�
36 レッドアルヴィス 牡3鹿 54 J．モレイラ �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋ 8 〃 ハナ 8．8�

（香港）

612 サトノアルバトロス 牡3黒鹿54 三浦 皇成里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 494± 0 〃 クビ 6．4	
59 キタサンミカヅキ 牡4鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 524＋ 41：35．35 17．8

713 ガ ム ラ ン 牡6青鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 530－121：35．51	 17．7�
12 スターノエル 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 ハナ 16．4�
714 シグナルプロシード 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 526＋14 〃 クビ 4．7

（豪）

816 トミケンユークアイ 
5黒鹿57 柴田 大知冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 482－101：35．6クビ 59．7�
815 メイショウゲンブ 牡5鹿 57 武 豊松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 474＋ 81：35．92 42．6�
35 ファンシーミューズ 牝3鹿 52 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 460－101：36．0クビ 52．2�
23 フ ィ ア レ ス 牝5栗 55 黛 弘人西森 道男氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：36．21	 174．6�
47 エーペックス 牡5青鹿57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 506－ 21：36．3クビ 193．3�
11 � メモリーパーミット 牡7栗 57 横山 和生�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 504－12 〃 クビ 136．1�
24 リバティーアゲイン 牡5青鹿57 大野 拓弥阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 500－ 2 （競走中止） 134．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，473，600円 複勝： 146，736，700円 枠連： 71，456，800円
馬連： 293，345，700円 馬単： 136，283，800円 ワイド： 113，852，800円
3連複： 365，158，800円 3連単： 646，119，700円 計： 1，876，427，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 160円 � 280円 枠 連（4－5） 850円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，520円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 24，870円

票 数

単勝票数 計1034736 的中 � 134248（3番人気）
複勝票数 計1467367 的中 � 205888（3番人気）� 286386（1番人気）� 111128（5番人気）
枠連票数 計 714568 的中 （4－5） 64499（3番人気）
馬連票数 計2933457 的中 �� 204172（2番人気）
馬単票数 計1362838 的中 �� 40293（5番人気）
ワイド票数 計1138528 的中 �� 65913（2番人気）�� 18263（20番人気）�� 30785（9番人気）
3連複票数 計3651588 的中 ��� 51661（15番人気）
3連単票数 計6461197 的中 ��� 18834（53番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．5―11．9―12．0―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．8―33．8―45．3―57．2―1：09．2―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロワボヌール �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．16 中山1着

2010．3．23生 牝4鹿 母 チ ュ ー ニ ー 母母 フロムビヨンド 13戦4勝 賞金 50，758，000円
〔競走中止〕 リバティーアゲイン号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため3コーナー通過後に競走中止。
※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。
（非当選馬） 1頭 アドマイヤシャドウ号
（非抽選馬） 1頭 エーシンブランコス号
※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。

５レース目



（26東京3）第2日 6月8日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 181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

356，730，000円
5，220，000円
6，580，000円
32，230，000円
69，541，500円
5，283，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
1，123，616，100円
1，450，568，000円
832，724，000円
3，434，264，200円
1，929，724，000円
1，289，419，300円
4，783，059，300円
9，493，089，000円
688，307，700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
5 重 勝
計 25，024，771，600円

総入場人員 48，402名 （有料入場人員 46，028名）
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