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15037 6月15日 晴 良 （26東京3）第4日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時10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
1：34．1
1：33．3

不良
良

611 マ レ ー ナ 牝3黒鹿54 北村 宏司山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：38．3 4．0�
23 ニ シ ノ サ ヤ 牝3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 川上牧場 B448± 01：38．83 32．8�
47 グランドエンジェル 牝3鹿 54 武士沢友治�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440－ 21：39．01� 8．0�
34 レイズアセイル 牝3栗 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B432－ 81：39．31� 2．5�
58 ヒ ム カ 牝3栗 54 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 494＋ 21：39．51� 10．2	
35 ボビンレース 牝3栗 54 田中 勝春 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 ハナ 21．2

610 マダムインパリ 牝3栗 54 嘉藤 貴行松岡 研司氏 大和田 成 日高 宝寄山 忠則 476＋ 21：39．6� 25．0�
815 サトノアスカ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也里見 治氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 414－ 21：40．02� 52．5�
713 ダイオプサイド 牝3栗 54 石橋 脩平井 裕氏 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 482－ 2 〃 クビ 17．5
22 オーロラオーラ 牝3鹿 54 西田雄一郎�三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 446＋ 61：40．31� 279．7�
46 キネオダンサー 牝3鹿 54 江田 照男吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 466－ 81：40．4� 22．5�
814 ダイワインテンス 牝3鹿 54 蛯名 正義大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B496＋ 21：40．71� 8．6�
59 ギプソフィラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 478－16 〃 クビ 53．3�
712 ベッピンハン 牝3鹿 54 梶 晃啓杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 400－121：41．01� 325．7�
11 リ コ リ ッ チ 牝3鹿 54 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 480－ 81：42．7大差 112．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，071，600円 複勝： 36，618，900円 枠連： 13，457，600円
馬連： 53，656，800円 馬単： 31，782，200円 ワイド： 25，623，600円
3連複： 69，192，000円 3連単： 101，262，000円 計： 351，664，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 720円 � 210円 枠 連（2－6） 4，950円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 11，340円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 690円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 16，310円 3 連 単 ��� 89，310円

票 数

単勝票数 計 200716 的中 � 39744（2番人気）
複勝票数 計 366189 的中 � 56267（2番人気）� 10332（10番人気）� 48420（3番人気）
枠連票数 計 134576 的中 （2－6） 2106（18番人気）
馬連票数 計 536568 的中 �� 5865（23番人気）
馬単票数 計 317822 的中 �� 2101（38番人気）
ワイド票数 計 256236 的中 �� 3161（26番人気）�� 10129（5番人気）�� 2612（30番人気）
3連複票数 計 691920 的中 ��� 3181（57番人気）
3連単票数 計1012620 的中 ��� 822（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．7―36．1―48．9―1：01．8―1：14．1―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ レ ー ナ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 東京3着

2011．2．10生 牝3黒鹿 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 4戦1勝 賞金 6，900，000円

15038 6月15日 晴 良 （26東京3）第4日 第2競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時40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

36 ヒメスズラン 牝3栗 54 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 488± 01：18．4 10．3�
611 ナムラヒラリー 牝3青鹿54 内田 博幸奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 438－ 61：18．61� 2．7�
714 クラウンシンホニー 牝3鹿 54 横山 典弘�クラウン 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 476－ 41：18．92 6．7�
47 ショウナンバクフウ 牝3鹿 54 大野 拓弥国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 440＋ 61：19．11� 23．5�
35 サウスセレクト 牡3栗 56 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 520＋ 61：19．52� 3．3�
12 クランキングアップ 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人松田 整二氏 田島 俊明 浦河 村下農場 464± 01：19．6クビ 117．5	
23 ブラックシェンロン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也田頭 勇貴氏 矢野 英一 登別 登別上水牧場 452－ 21：19．91� 35．3

11 グレイスナカヤマ 牝3鹿 54 江田 照男�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 496－ 2 〃 クビ 8．8�
510 ア サ ヤ ケ 牡3黒鹿56 嶋田 純次阿部 雅英氏 手塚 貴久 浦河 中村 雅明 554－121：20．11 18．8
816 ディアアイスバイン 牡3黒鹿56 宮崎 北斗ディアレスト 田村 康仁 浦河 福岡 光夫 470＋ 61：20．31� 34．5�
612 グ ル モ ン 牝3黒鹿54 小野寺祐太 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446 ―1：20．83 94．7�
48 アテンション 牝3栗 54 西田雄一郎本間 充氏 本間 忍 日高 本間牧場 418＋101：20．9� 186．7�
24 リ ベ ル テ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太石川 幸司氏 南田美知雄 新冠 若林牧場 452± 0 〃 ハナ 319．2�
713 スピリットチャイム 牡3栗 56 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム B484－ 41：21．43 234．8�
59 シゲルゴウシュウ 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 仲野牧場 484＋12 〃 クビ 192．6�
815 ドラゴンスピード 牡3栗 56 戸崎 圭太窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 510＋ 61：21．93 22．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，548，700円 複勝： 33，320，600円 枠連： 15，287，100円
馬連： 48，040，300円 馬単： 28，852，900円 ワイド： 23，967，500円
3連複： 61，706，400円 3連単： 96，034，600円 計： 328，758，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 200円 � 150円 � 220円 枠 連（3－6） 340円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，010円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 21，420円

票 数

単勝票数 計 215487 的中 � 16612（5番人気）
複勝票数 計 333206 的中 � 39088（3番人気）� 70978（1番人気）� 35202（5番人気）
枠連票数 計 152871 的中 （3－6） 34517（1番人気）
馬連票数 計 480403 的中 �� 27909（5番人気）
馬単票数 計 288529 的中 �� 6427（12番人気）
ワイド票数 計 239675 的中 �� 11857（4番人気）�� 5784（10番人気）�� 12480（3番人気）
3連複票数 計 617064 的中 ��� 15296（7番人気）
3連単票数 計 960346 的中 ��� 3250（56番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．1―29．7―41．8―54．0―1：05．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒメスズラン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．11．16 東京13着

2011．5．2生 牝3栗 母 イシノスティール 母母 プラチナウェーブ 8戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 アテンション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アテンション号は，平成26年6月16日から平成26年7月6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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キーアイテム号・サムデイオーラム号

第３回 東京競馬 第４日



15039 6月15日 晴 良 （26東京3）第4日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時10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

23 チャンピオンルパン 牡3鹿 56 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 474± 01：35．1 3．4�
36 ベストギフト 牝3黒鹿54 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 442－ 6 〃 ハナ 21．6�
24 ブルーホール 牡3青鹿56 横山 典弘�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 438± 0 〃 クビ 2．4�
714 メタフィジクス 牡3栗 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500± 01：35．41� 5．7�
11 マイネルファラオン 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ �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 492＋ 21：35．5� 13．0�

（豪）

612 シングンゴールド 牡3栗 56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 410－121：35．6クビ 30．2	
818 コスモヘルム 牡3鹿 56 蛯名 正義 
ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 笹島 政信 454± 0 〃 ハナ 45．8�
817 マイネルボランタス 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 村上牧場 424＋ 8 〃 ハナ 357．6�
715 ユキノアカツキ 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 幾千世牧場 526＋ 41：35．7� 33．9
611 シャドウマスク 牝3青鹿54 石橋 脩飯塚 知一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B450＋ 21：36．55 64．2�
12 ビューティガッキ 牝3栗 54 田中 勝春 M・

Kenichiホールディング� 小島 茂之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 436＋ 61：36．6クビ 77．9�

816 ダイワアンビシャス 牡3鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 田上 稔 494－ 61：36．7� 10．7�
59 ダイワベンチャー 牡3鹿 56 大庭 和弥大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 折手牧場 444－ 21：37．33� 288．9�
48 ヴァイシュラヴァナ 牡3鹿 56 嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 中神牧場 510 ―1：37．4� 105．9�
47 アロングマイハート 牝3鹿 54 大野 拓弥 
社台レースホース的場 均 安平 追分ファーム 442－101：37．5� 105．4�
510 メデューサノヒトミ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真千葉 正人氏 清水 英克 新ひだか 村上牧場 464＋ 41：37．71	 167．6�
35 モンテドリーム 牡3鹿 56 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 様似 富田 恭司 482 ― 〃 アタマ 82．4�
713 オールオブミー 牝3鹿 54 平野 優松尾 正氏 藤原 辰雄 浦河 三好牧場 B444＋ 61：37．8クビ 223．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，415，400円 複勝： 33，104，900円 枠連： 16，887，500円
馬連： 51，576，000円 馬単： 32，566，000円 ワイド： 25，512，400円
3連複： 68，122，900円 3連単： 107，586，300円 計： 356，771，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 330円 � 120円 枠 連（2－3） 1，290円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 200円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 17，190円

票 数

単勝票数 計 214154 的中 � 50242（2番人気）
複勝票数 計 331049 的中 � 67956（2番人気）� 16321（6番人気）� 89215（1番人気）
枠連票数 計 168875 的中 （2－3） 10068（6番人気）
馬連票数 計 515760 的中 �� 10295（12番人気）
馬単票数 計 325660 的中 �� 4453（17番人気）
ワイド票数 計 255124 的中 �� 4864（14番人気）�� 41479（1番人気）�� 8613（6番人気）
3連複票数 計 681229 的中 ��� 21967（6番人気）
3連単票数 計1075863 的中 ��� 4535（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．0―47．0―59．1―1：10．7―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 ・（6，10）14（2，13，16）12（4，11，15，17）1，9－18，3－（5，8）－7 4 ・（6，10）14（2，16）12，13（4，15，17）（1，11，18）9，3－8－5－7

勝馬の
紹 介

チャンピオンルパン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2014．5．24 東京3着

2011．5．17生 牡3鹿 母 マイマスタートップ 母母 チェリーコウマン 2戦1勝 賞金 5，900，000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 イーグルアモン号・ドリームヴィジョン号・ブラックエミオ号・ラテラルアーク号
※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。

15040 6月15日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26東京3）第4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

46 ベロセットレコード 牡4鹿 60
57 ▲原田 和真塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 478－ 43：21．9 10．8�

58 サンマルボス 牡7鹿 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 490＋ 83：24．1大差 3．6�
33 � プロジェクトブルー 牡7鹿 60 石神 深一 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 518＋ 23：24．31� 2．0�
57 ハクユウドルフィン 牡3青鹿58 難波 剛健 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 438－ 23：24．51� 71．9�
813	 アストレーション 牡8栗 60 金子 光希広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock 502－ 23：26．5大差 12．5�
69 トーセンエスプリ 牝3栗 56 浜野谷憲尚島川 	哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 454－ 23：26．6
 89．3

34 � リネンハウス 牡5栗 60 蓑島 靖典戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 512＋103：26．7クビ 86．9�
814 ティアップビクター 牡4黒鹿60 大江原 圭田中 昇氏 高木 登 浦河 猿橋 義昭 446－ 23：27．12� 10．0�
11 � プレミアムカード �6鹿 60 上野 翔青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 4 〃 クビ 37．2
22 � アヴェンタドール 牡4青鹿60 鈴木 慶太前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 518－ 63：27．84 100．9�
711 ウインバンディエラ 牡8栗 60 山本 康志�ウイン 和田 雄二 浦河 丸幸小林牧場 470－ 63：27．9クビ 24．7�
45 ビッグプレゼンター 牡5鹿 60 横山 義行西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 480＋ 63：29．9大差 58．3�
712 ワンダーゴヴェルノ 牡6栗 60 田村 太雅山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 446－ 23：30．53� 26．6�
610 エスティリリー 牝3黒鹿56 江田 勇亮島川 	哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 510± 03：31．88 24．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，525，000円 複勝： 16，758，500円 枠連： 11，747，900円
馬連： 30，943，300円 馬単： 22，787，500円 ワイド： 14，602，100円
3連複： 42，486，700円 3連単： 71，314，200円 計： 227，165，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 180円 � 140円 � 110円 枠 連（4－5） 2，310円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 630円 �� 370円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 13，190円

票 数

単勝票数 計 165250 的中 � 12211（4番人気）
複勝票数 計 167585 的中 � 17633（3番人気）� 29471（2番人気）� 50504（1番人気）
枠連票数 計 117479 的中 （4－5） 3930（10番人気）
馬連票数 計 309433 的中 �� 8993（10番人気）
馬単票数 計 227875 的中 �� 2591（21番人気）
ワイド票数 計 146021 的中 �� 5358（7番人気）�� 9969（3番人気）�� 15261（1番人気）
3連複票数 計 424867 的中 ��� 24165（2番人気）
3連単票数 計 713142 的中 ��� 3917（33番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 51．5－3F 38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
10（11，12）6（1，14）（8，13）7－（9，5）－3＝（4，2）
6－10－7，11（8，1）－（14，13）12，5，3－9－2－4

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

勝馬の
紹 介

ベロセットレコード �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Lyphard デビュー 2013．4．6 中山16着

2010．3．12生 牡4鹿 母 ビ ー モ ル 母母 Bemis Heights 障害：7戦1勝 賞金 8，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グラスリード号



15041 6月15日 晴 良 （26東京3）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30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
1：45．9
1：45．9

良
良

11 アヴニールマルシェ 牡2鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488 ―1：52．7 2．0�
55 ロジチャリス 牡2栗 54 蛯名 正義久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522 ― 〃 クビ 3．6�
811 ディープフォルツァ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 426 ―1：53．23 6．2�
79 チェリーポセイドン 牡2栗 54 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 438 ―1：53．41� 79．9�
44 ベ ル ラ ッ プ 牡2鹿 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490 ―1：53．71� 5．8	
68 デ ン バ ー 牝2青鹿54 柴田 善臣桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 静内坂本牧場 490 ―1：53．8	 29．8

67 マイネルリアン 牡2黒鹿54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 青森 マルシチ牧場 458 ―1：53．9	 32．6�
710 イ デ ィ ル 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 432 ―1：54．64 158．7�
812 ブラックブリーズ 牡2青鹿54 内田 博幸臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 452 ― 〃 アタマ 66．6
33 ディアイージス 牡2鹿 54 田中 勝春ディアレスト 新開 幸一 新冠 パカパカ

ファーム 498 ―1：54．81� 47．9�
22 オトコノヒマツリ 牡2栗 54 吉田 豊福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 476 ―1：55．01� 84．4�
56 ロードトリニティ 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 448 ―1：55．63	 46．5�
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売 得 金
単勝： 36，924，000円 複勝： 36，540，000円 枠連： 13，652，900円
馬連： 55，901，600円 馬単： 44，470，100円 ワイド： 26，071，800円
3連複： 64，832，400円 3連単： 142，205，200円 計： 420，598，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（1－5） 400円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 180円 �� 260円 �� 370円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 1，940円

票 数

単勝票数 計 369240 的中 � 144920（1番人気）
複勝票数 計 365400 的中 � 120927（1番人気）� 67026（2番人気）� 45256（4番人気）
枠連票数 計 136529 的中 （1－5） 25811（1番人気）
馬連票数 計 559016 的中 �� 108401（1番人気）
馬単票数 計 444701 的中 �� 53463（1番人気）
ワイド票数 計 260718 的中 �� 42891（1番人気）�� 24391（3番人気）�� 15294（5番人気）
3連複票数 計 648324 的中 ��� 71728（2番人気）
3連単票数 計1422052 的中 ��� 53070（2番人気）

ハロンタイム 13．4―12．4―13．3―13．0―13．2―13．1―11．9―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．8―39．1―52．1―1：05．3―1：18．4―1：30．3―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

アヴニールマルシェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2012．2．4生 牡2鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※オトコノヒマツリ号・デンバー号・ブラックブリーズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

15042 6月15日 晴 良 （26東京3）第4日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時00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

611 ダークサイド 牡3黒鹿56 嶋田 純次星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 452＋ 22：02．7 54．4�
35 センショウゴールド 牡3黒鹿56 吉田 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 前川 正美 B418－162：02．91� 45．7�
12 ファイネストアワー 牡3栗 56 内田 博幸矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 452± 02：03．11� 12．5�
11 レッドボルゲーゼ 牡3栗 56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 448＋ 22：03．2� 6．6�
714 ヒカルマナムスメ 牝3鹿 54 蛯名 正義西山牧場 武藤 善則 新冠 守矢牧場 412± 02：03．3	 15．2�
713 ノーワンズレシピ 牡3栗 56 北村 宏司 �コロンバスサークル 和田正一郎 千歳 社台ファーム 456－ 42：03．72� 109．4	
815 マリアフィオーレ 牝3黒鹿54 田辺 裕信丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 428＋ 2 〃 アタマ 1．5

48 ピ ー キ ー 牡3鹿 56 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 456＋ 42：04．01	 6．8�
24 バトルポデリオ 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 486＋ 22：04．42� 178．4�
510 ダークインテジャー 牡3黒鹿56 田中 勝春薗部 博之氏 小笠 倫弘 新ひだか 矢野牧場 490＋ 2 〃 クビ 12．4
59 クラウンビクトリー 牡3芦 56 江田 照男�クラウン 木村 哲也 浦河 笠松牧場 486 ―2：04．5クビ 229．4�
816 ネクストロード 牡3栗 56 西田雄一郎長谷川成利氏 松山 将樹 日高 大江牧場 482＋ 8 〃 アタマ 247．6�
23 デルマゴクウ 牡3栗 56 武士沢友治浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 464＋ 22：05．03 199．4�
47 マテリアリズム 牡3栗 56 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508 ― 〃 ハナ 89．8�
36 ルイアイザック 牡3鹿 56 石神 深一保坂 義貞氏 菅原 泰夫 新冠 高瀬牧場 B438＋ 22：05．31	 123．5�
612 シ ゲ ル ト サ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 三枝牧場 472＋ 22：06．04 150．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，447，400円 複勝： 70，583，900円 枠連： 18，634，100円
馬連： 56，955，000円 馬単： 41，879，900円 ワイド： 29，417，400円
3連複： 69，873，500円 3連単： 135，343，800円 計： 451，135，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，440円 複 勝 � 2，440円 � 2，250円 � 530円 枠 連（3－6） 18，560円

馬 連 �� 51，500円 馬 単 �� 179，480円

ワ イ ド �� 15，140円 �� 7，120円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 225，880円 3 連 単 ��� 1，851，400円

票 数

単勝票数 計 284474 的中 � 4177（8番人気）
複勝票数 計 705839 的中 � 7368（8番人気）� 7983（7番人気）� 37991（5番人気）
枠連票数 計 186341 的中 （3－6） 778（29番人気）
馬連票数 計 569550 的中 �� 857（56番人気）
馬単票数 計 418799 的中 �� 175（133番人気）
ワイド票数 計 294174 的中 �� 498（68番人気）�� 1065（37番人気）�� 2137（25番人気）
3連複票数 計 698735 的中 ��� 232（212番人気）
3連単票数 計1353438 的中 ��� 53（1263番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．5―49．5―1：02．5―1：15．1―1：27．3―1：39．2―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ダークサイド �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．3．8 中山5着

2011．3．28生 牡3黒鹿 母 ミスティックラヴ 母母 カ ル ニ オ ラ 3戦1勝 賞金 5，200，000円
※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） 2頭 サプライズレナ号・マイネルピクトル号



15043 6月15日 晴 良 （26東京3）第4日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816 アンジュシュエット 牝3黒鹿52 北村 宏司有限会社シルク伊藤 大士 浦河 桑田牧場 466－ 41：24．3 11．6�
47 � ホワイトプラネット 牝4芦 55 内田 博幸石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B508＋ 41：24．51� 1．5�
815 シャンパンルージュ 牝4鹿 55 柴田 善臣�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B476± 01：24．6クビ 20．1�
59 ムードティアラ 牝4鹿 55 戸崎 圭太�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 472－ 81：25．02� 4．0�
612 フランスギャル 牝5黒鹿55 田中 勝春菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 B470＋ 41：25．21 65．3	
36 � ラヴィーズバード 牝5鹿 55 横山 典弘藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 440－ 21：25．3� 8．6

12 � リ ノ ワ ー ル 牝4青鹿55 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 尾形 和幸 新ひだか 服部 牧場 446± 01：25．51	 73．7�
611 シゲルトオトウミ 牝3栗 52 武士沢友治森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 440± 01：25．6クビ 241．9�
510 ビッグダージリン 牝4鹿 55 嘉藤 貴行関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 462－ 41：25．81� 191．5
714 セトノブロッサム 牝4黒鹿55 伊藤 工真難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 476± 0 〃 クビ 44．5�
713 ヴェルタート 牝4鹿 55 石橋 脩 �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－ 21：26．54 90．8�
35 ドリーミングラヴ 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 石毛 善彦 新ひだか 松田牧場 442＋121：27．13� 124．8�
23 � ハイランドコンドル 牝4黒鹿55 的場 勇人小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 446－ 2 〃 アタマ 357．7�
24 � クリノモンテローザ 牝5栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 畠山牧場 454＋101：27．52� 121．9�
11 � フレームエンゼル 牝4鹿 55 大野 拓弥柴田 洋一氏 高橋 文雅 日高 藤本ファーム 432＋121：27．71� 263．0�

（15頭）
48 ドリームバラード 牝5黒鹿55 蛯名 正義ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B448－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，395，900円 複勝： 110，848，700円 枠連： 20，835，400円
馬連： 68，083，800円 馬単： 47，362，500円 ワイド： 33，561，900円
3連複： 72，761，000円 3連単： 149，214，600円 計： 534，063，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 210円 � 110円 � 230円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，290円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 18，550円

票 数

単勝票数 差引計 313959（返還計 5701） 的中 � 21502（4番人気）
複勝票数 差引計1108487（返還計 13258） 的中 � 41206（4番人気）� 828893（1番人気）� 34668（5番人気）
枠連票数 差引計 208354（返還計 8230） 的中 （4－8） 35524（2番人気）
馬連票数 差引計 680838（返還計 53088） 的中 �� 67947（3番人気）
馬単票数 差引計 473625（返還計 38585） 的中 �� 14850（8番人気）
ワイド票数 差引計 335619（返還計 31746） 的中 �� 29077（3番人気）�� 6003（13番人気）�� 18480（4番人気）
3連複票数 差引計 727610（返還計141046） 的中 ��� 22475（7番人気）
3連単票数 差引計1492146（返還計276775） 的中 ��� 5829（46番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．2―12．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．7―47．9―1：00．1―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンジュシュエット �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．8．11 新潟12着

2011．5．9生 牝3黒鹿 母 ショウナンガッド 母母 シ ャ ン ラ ン 7戦2勝 賞金 17，250，000円
〔競走除外〕 ドリームバラード号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
※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 エバーダンシング号・コスモリープリング号・タイキグラミー号・プレシャスムーン号・メテオレイン号

15044 6月15日 晴 良 （26東京3）第4日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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 7，500，000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
1：31．3
1：30．7

良
良

711 フェアブレシア �5鹿 57
54 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 508－ 61：34．0 9．7�

69 ロジプリンセス 牝4青 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 アタマ 3．9�
813 マンインザムーン 牡4芦 57 蛯名 正義 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B500＋ 41：34．31	 2．5�
46 ヒカルエリントン 牡4鹿 57 戸崎 圭太髙橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 520－ 41：34．4
 15．8�
11 ディアデルレイ 牡3栗 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：34．61 9．3�
57 コスモイノセント 牡3青鹿54 嘉藤 貴行鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 450＋ 2 〃 クビ 81．0	
22 レッドヴィーヴォ 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 初也 
東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 440± 01：35．02
 20．5�
814 ドリームリヴァール �4黒鹿57 大庭 和弥セゾンレースホース
 池上 昌弘 安平 追分ファーム 440－ 4 〃 クビ 43．4�
58 � コウギョウサンデー 牡4鹿 57 四位 洋文菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 502－ 31：35．1クビ 29．6
33 ポップジェムズ 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B474－ 41：35．2
 5．5�

（豪）

610 グラントリノ 牝5栗 55 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 434－ 21：35．41
 214．3�
34 � ヒシサイレンス �4黒鹿57 北村 宏司阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-

ichiro Abe 450－121：35．72 78．6�
45 デサフィナード 牝3鹿 52 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 418－ 21：35．91
 266．0�
712� ミ ュ ー ル 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム 422＋ 2 〃 ハナ 294．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，767，100円 複勝： 53，660，500円 枠連： 20，324，100円
馬連： 90，743，700円 馬単： 52，645，500円 ワイド： 40，933，500円
3連複： 103，040，000円 3連単： 187，205，200円 計： 588，319，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 190円 � 130円 � 130円 枠 連（6－7） 1，760円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 450円 �� 400円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 11，230円

票 数

単勝票数 計 397671 的中 � 32792（5番人気）
複勝票数 計 536605 的中 � 57612（4番人気）� 112825（2番人気）� 115489（1番人気）
枠連票数 計 203241 的中 （6－7） 8946（6番人気）
馬連票数 計 907437 的中 �� 43453（5番人気）
馬単票数 計 526455 的中 �� 9681（15番人気）
ワイド票数 計 409335 的中 �� 21633（5番人気）�� 24771（3番人気）�� 45296（1番人気）
3連複票数 計1030400 的中 ��� 61950（2番人気）
3連単票数 計1872052 的中 ��� 12079（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．1―46．5―57．7―1：08．9―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．3
3 11－7，13－（1，9）8（5，10）6（3，14）2，12，4 4 11＝7，13－9，1（5，6，8）（3，10）（2，14）12，4

勝馬の
紹 介

フェアブレシア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー 2011．11．19 東京1着

2009．4．29生 �5鹿 母 オカノハーモニー 母母 トライトップゴール 16戦2勝 賞金 23，190，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



15045 6月15日 晴 良 （26東京3）第4日 第9競走 ��
��2，100�

は ち お う じ

八 王 子 特 別
発走14時35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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

11 リキサンステルス 牡4青鹿57 北村 宏司 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B476± 02：10．2 1．7�
714 エアラギオール 牡6黒鹿57 内田 博幸 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500－ 42：10．83� 7．9�
612 クラーロデルナ 牡5鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 498＋ 62：11．01	 25．9�
59 ドラゴンピース 牡5鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 492－ 62：11．42� 75．4�
35 ダヴィンチバローズ 牡6鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 482＋ 4 〃 アタマ 72．0	
510 ミエノキセキ 牡6栗 57 戸崎 圭太里見美惠子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 578－12 〃 ハナ 6．1

12 プレミアムタイム 牡5栗 57 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 500± 02：11．72 37．5�
24 ランブリングマン 牡4鹿 57 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 542＋122：11．8クビ 16．3�
815 サトノスーペリア 牡3黒鹿54 吉田 豊里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 460－ 42：11．9� 17．7
611 マイネルティンラン 牡6栗 57 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 82：12．32� 138．1�
47 メイショウビリーヴ 
5黒鹿57 西田雄一郎松本 和子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 446± 0 〃 クビ 113．3�
713 ブライトジェム 牡6栗 57 柴田 善臣栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 待兼牧場 486－ 22：12．51 166．2�
48 アムールスキー 牡3鹿 54 C．ウィリアムズ 有限会社シルク小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 2 〃 クビ 8．4�
（豪）

23 コ ウ ジ ョ ウ 牡4栗 57 大野 拓弥小菅 定雄氏 高木 登 新ひだか 三石橋本牧場 518± 02：13．56 51．7�
36 バーチャルトラック 牡6鹿 57 江田 照男宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 B456＋ 22：13．71 326．8�
816� マックスロノ 牡5栗 57 宮崎 北斗田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 B490－ 22：14．55 227．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，417，000円 複勝： 77，707，800円 枠連： 28，776，100円
馬連： 120，150，700円 馬単： 72，691，600円 ワイド： 49，471，700円
3連複： 140，662，300円 3連単： 266，749，900円 計： 802，627，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 390円 枠 連（1－7） 530円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 250円 �� 760円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 7，910円

票 数

単勝票数 計 464170 的中 � 217768（1番人気）
複勝票数 計 777078 的中 � 312696（1番人気）� 103201（2番人気）� 28391（8番人気）
枠連票数 計 287761 的中 （1－7） 41591（1番人気）
馬連票数 計1201507 的中 �� 170933（1番人気）
馬単票数 計 726916 的中 �� 85263（1番人気）
ワイド票数 計 494717 的中 �� 59341（1番人気）�� 15500（8番人気）�� 6016（19番人気）
3連複票数 計1406623 的中 ��� 33329（9番人気）
3連単票数 計2667499 的中 ��� 24433（18番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．0―12．2―12．2―12．4―12．8―12．7―12．8―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．4―30．4―42．6―54．8―1：07．2―1：20．0―1：32．7―1：45．5―1：57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

リキサンステルス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．6 中山5着

2010．4．4生 牡4青鹿 母 リキサンピュアティ 母母 プリンセスリーベ 12戦4勝 賞金 61，468，000円
〔発走状況〕 ダヴィンチバローズ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 マイネルボンド号
（非抽選馬） 1頭 ロックシンガー号
※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。

15046 6月15日 晴 良 （26東京3）第4日 第10競走 ��
��1，600�

た ま が わ

多摩川ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，25．6．8以降26．6．8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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

611 シャイニープリンス 牡4青鹿58 蛯名 正義小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 496＋ 21：33．1 14．8�
818 ダノンジェラート 牡5鹿 57 川田 将雅�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478－ 81：33．2� 3．2�
612 オースミナイン 牡4鹿 58 内田 博幸�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 476－ 4 〃 ハナ 3．7�
47 インプロヴァイズ 牡4青 57．5 戸崎 圭太有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 2 〃 クビ 5．3�
36 ロードガルーダ 牡5青 55 C．ウィリアムズ �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 21：33．41� 12．6�

（豪）

12 アールデュラン 	5鹿 54 四位 洋文星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 B470± 0 〃 ハナ 35．4	
48 ハ ー コ ッ ト 牡5鹿 55 柴田 善臣 
社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B460－ 61：33．5
 105．1�
816 メイケイペガスター 牡4青 58 横山 典弘名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 21：33．6クビ 7．3�
11 テ ン ペ ル 牡6黒鹿55 武士沢友治山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486± 01：33．81� 73．8
59 デルマイザナミ 牝5鹿 51 江田 照男浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 456－ 8 〃 ハナ 264．7�
23 ウイングドウィール 牝5黒鹿52 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 クビ 59．4�
714 サクラプレジール 牝4青 54 北村 宏司�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 482＋ 8 〃 アタマ 68．6�
713 マイネルアダマス 牡5鹿 55 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 434＋101：34．01� 100．8�
817 メイショウスザンナ 牝5鹿 53 吉田 豊松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 474＋121：34．1クビ 86．0�
715 メジャーアスリート 牡5栗 56 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 510－ 21：34．52
 193．3�
35 ジョーオリオン 牡5栗 55 梶 晃啓上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 B484± 01：34．81� 20．1�
24 トウショウフォアゴ 牡7黒鹿53 宮崎 北斗トウショウ産業� 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 452－181：36．8大差 437．1�
510 リヴェレンテ 牡6青鹿57 石橋 脩 
社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 506－ 41：41．7大差 26．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 59，728，500円 複勝： 94，476，100円 枠連： 45，901，000円
馬連： 173，040，100円 馬単： 84，484，300円 ワイド： 68，562，300円
3連複： 203，000，900円 3連単： 346，419，800円 計： 1，075，613，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 320円 � 140円 � 150円 枠 連（6－8） 370円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 6，940円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 780円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 23，690円

票 数

単勝票数 計 597285 的中 � 32083（6番人気）
複勝票数 計 944761 的中 � 54513（6番人気）� 197431（1番人気）� 188443（2番人気）
枠連票数 計 459010 的中 （6－8） 95151（1番人気）
馬連票数 計1730401 的中 �� 49859（8番人気）
馬単票数 計 844843 的中 �� 9129（21番人気）
ワイド票数 計 685623 的中 �� 14887（11番人気）�� 20932（6番人気）�� 76313（1番人気）
3連複票数 計2030009 的中 ��� 61483（3番人気）
3連単票数 計3464198 的中 ��� 10601（52番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―10．8―11．1―11．7―12．1―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―22．9―33．7―44．8―56．5―1：08．6―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．6
3 5＝（14，17）16（6，10）（3，4，13）－12（9，11）18（7，8）15，2，1 4 5＝（14，17）（6，16）（3，13）10（4，12）（11，18）9（7，8）－15，2，1

勝馬の
紹 介

シャイニープリンス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．12．22 中山4着

2010．4．26生 牡4青鹿 母 ダイタクピア 母母 スイートラブ 14戦5勝 賞金 92，485，000円
〔制裁〕 ジョーオリオン号の騎手梶晃啓は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リヴェレンテ号は，「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。

２レース目



15047 6月15日 晴 良 （26東京3）第4日 第11競走 ��
��1，800�第31回エプソムカップ（ＧⅢ）

発走15時45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，日本馬：3歳52�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳
52�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

エプソム競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

11 ディサイファ 牡5鹿 56 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 492＋ 61：46．2 4．3�

35 マイネルラクリマ 牡6栗 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 480－ 4 〃 アタマ 11．2�

24 ダークシャドウ 牡7栗 59 戸崎 圭太飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 516－ 41：46．41	 17．7�
510 タマモベストプレイ 牡4栗 56 内田 博幸タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 482－ 6 〃 クビ 10．4�
23 ダノンヨーヨー 牡8栗 57 田辺 裕信�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506± 01：46．5クビ 28．7�
713 マジェスティハーツ 牡4鹿 56 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 490－ 61：46．6
 2．4	
12 タムロスカイ 牡7栗 56 江田 照男谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 488± 01：46．7
 147．1

612 カネトシディオス 牡7黒鹿56 柴田 善臣兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 452± 01：47．01� 282．2�
59 トーセンジャガー 牡6青 56 武士沢友治島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－ 2 〃 アタマ 185．4
47 ゴールデンナンバー 牝5栗 54 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 61：47．1クビ 16．9�
36 レインスティック 牡7栗 56 吉田 豊 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム B446－141：47．31	 105．0�
817 カルドブレッサ 牡6栗 56 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 クビ 12．3�

（豪）

714 シルクアーネスト 牡7栗 56 宮崎 北斗有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 506＋ 2 〃 ハナ 36．7�
816 ア ー デ ン ト 牡5芦 56 蛯名 正義 �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 474－ 6 〃 アタマ 47．0�
611 ペ ル ー サ 牡7栗 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 528＋10 〃 ハナ 11．2�
815 フェスティヴタロー 牡5栗 56 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 496－ 21：47．72
 29．5�
48 パ ド ト ロ ワ 牡7鹿 59 石橋 脩吉田 照哉氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 524＋ 71：49．310 191．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 185，245，200円 複勝： 267，262，000円 枠連： 152，951，000円 馬連： 702，071，900円 馬単： 356，471，700円
ワイド： 246，343，400円 3連複： 971，693，600円 3連単： 1，821，929，900円 5重勝： 655，647，000円 計： 5，359，615，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 340円 � 520円 枠 連（1－3） 2，150円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，410円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 11，930円 3 連 単 ��� 49，400円

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

キャリーオーバー なし����� 1，514，690円

票 数

単勝票数 計1852452 的中 � 342502（2番人気）
複勝票数 計2672620 的中 � 541046（2番人気）� 186938（4番人気）� 109611（8番人気）
枠連票数 計1529510 的中 （1－3） 55085（8番人気）
馬連票数 計7020719 的中 �� 230259（7番人気）
馬単票数 計3564717 的中 �� 67837（10番人気）
ワイド票数 計2463434 的中 �� 82284（5番人気）�� 44543（16番人気）�� 26435（24番人気）
3連複票数 計9716936 的中 ��� 61038（37番人気）
3連単票数 計18219299 的中 ��� 26735（130番人気）
5重勝票数 計6556470 的中 ����� 303

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．9―48．1―1：00．2―1：12．0―1：23．2―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．2

3 8，5，10（2，14）（9，15）（1，12）（4，16）（3，17）7（6，11）－13
2
4
8－（5，10）（1，2，9，14）（4，12）15，16（3，11）（6，17）7，13・（8，5）10（2，14）（9，12，15）1（4，17，16）（3，6，11，7）13

勝馬の
紹 介

ディサイファ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2012．2．26 中山3着

2009．4．20生 牡5鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation 22戦6勝 賞金 156，286，000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。

15048 6月15日 晴 良 （26東京3）第4日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時30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
1：34．1
1：33．3

不良
良

56 クライスマイル 牡3黒鹿54 戸崎 圭太小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 450－ 61：36．7 3．2�
811 チャンスメイク 牡3青 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 B448＋ 21：37．01� 29．7�
44 グランドサッシュ 牡3黒鹿54 大野 拓弥有限会社シルク武市 康男 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 61：37．21� 5．9�
33 ヴェアリアスサマー 牡3栗 54 田中 勝春小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 502－ 4 〃 クビ 6．3�
710 ローレルアルトス 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 478－121：37．3クビ 6．7�
22 ファイブタブレット 牡4栗 57 内田 博幸 	社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B482－ 61：37．4� 3．8

68 カシノスティーヴ 牡3栗 54 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 B490－ 41：37．61� 24．0�
79 	 ノアミラクル 牡4鹿 57 江田 照男佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 464＋ 41：37．7� 27．2�
67 リーサムダイチ 牡6鹿 57 武士沢友治平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 472－ 21：38．76 105．7
812	 ラブインペラートル 牡3栗 54 的場 勇人オールラブクラブ 的場 均 新ひだか 岡田スタツド B426－ 21：39．23 140．8�
55 デ コ イ 牡3鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：39．41� 21．8�
11 エフティマルス 
3鹿 54

51 ▲木幡 初也吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 490－ 41：39．93 30．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 82，871，400円 複勝： 101，040，000円 枠連： 45，302，500円
馬連： 192，071，900円 馬単： 109，485，300円 ワイド： 82，465，700円
3連複： 238，006，500円 3連単： 503，741，300円 計： 1，354，984，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 610円 � 210円 枠 連（5－8） 4，330円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 6，530円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 600円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 10，810円 3 連 単 ��� 57，420円

票 数

単勝票数 計 828714 的中 � 204845（1番人気）
複勝票数 計1010400 的中 � 185390（2番人気）� 33308（10番人気）� 129240（4番人気）
枠連票数 計 453025 的中 （5－8） 8092（16番人気）
馬連票数 計1920719 的中 �� 32592（18番人気）
馬単票数 計1094853 的中 �� 12565（25番人気）
ワイド票数 計 824657 的中 �� 15664（16番人気）�� 37255（6番人気）�� 6880（34番人気）
3連複票数 計2380065 的中 ��� 16511（41番人気）
3連単票数 計5037413 的中 ��� 6360（194番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．4―47．3―59．2―1：11．4―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クライスマイル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．4．12 中山1着

2011．4．20生 牡3黒鹿 母 リーフィーウッド 母母 ラスリングカプス 2戦2勝 賞金 12，500，000円

５レース目



（26東京3）第4日 6月15日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

242，720，000円
5，320，000円
1，950，000円
22，030，000円
71，108，500円
5，861，800円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
590，357，200円
931，921，900円
403，757，200円
1，643，235，100円
925，479，500円
666，533，300円
2，105，378，200円
3，929，006，800円
655，647，000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 11，851，316，200円

総入場人員 30，704名 （有料入場人員 28，923名）
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