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15049 6月21日 曇 良 （26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

55 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 448＋ 21：22．5 48．9�
79 スマートプラネット 牝2鹿 54 田辺 裕信田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 438－ 6 〃 ハナ 2．3�
22 リターンストローク 牡2鹿 54 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 490± 01：22．6� 20．8�
66 サンクタリリアス 牝2芦 54 蛯名 正義�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 450－ 2 〃 クビ 2．7�
11 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 470－ 41：23．02� 5．2	
67 レディームーン 牝2栗 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 412－ 21：23．1クビ 80．7

78 フォレスタレガーロ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 81：23．63 8．9�
33 ウ エ イ ブ 牡2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 佐竹 学 416＋ 41：24．23� 85．7
810 ザ キ ス 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか 前田 宗将 456＋ 21：24．41� 71．2�
811 テンマイキララ 牝2黒鹿54 江田 照男天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 412＋ 6 〃 クビ 19．4�

（10頭）
44 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 （計量不能） （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，523，600円 複勝： 25，909，100円 枠連： 9，265，500円
馬連： 37，284，300円 馬単： 26，391，000円 ワイド： 17，155，500円
3連複： 45，661，000円 3連単： 87，214，000円 計： 266，404，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，890円 複 勝 � 600円 � 120円 � 420円 枠 連（5－7） 4，160円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 16，050円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 4，480円 �� 900円

3 連 複 ��� 12，670円 3 連 単 ��� 142，090円

票 数

単勝票数 差引計 175236（返還計 1533） 的中 � 2864（7番人気）
複勝票数 差引計 259091（返還計 1736） 的中 � 7725（7番人気）� 88443（1番人気）� 11772（6番人気）
枠連票数 差引計 92655（返還計 2217） 的中 （5－7） 1725（11番人気）
馬連票数 差引計 372843（返還計 8542） 的中 �� 5966（13番人気）
馬単票数 差引計 263910（返還計 5035） 的中 �� 1233（37番人気）
ワイド票数 差引計 171555（返還計 4979） 的中 �� 3223（14番人気）�� 952（30番人気）�� 5059（10番人気）
3連複票数 差引計 456610（返還計 21554） 的中 ��� 2701（31番人気）
3連単票数 差引計 872140（返還計 36485） 的中 ��� 445（261番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．3―47．3―58．8―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リバークルーズ �
�
父 マルカシェンク �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2014．6．8 東京10着

2012．4．24生 牝2栗 母 ハミングトップ 母母 スピードハミング 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 スペシャルガール号は，馬運車故障により，装鞍所集合時刻に遅れたため競走除外。

15050 6月21日 曇 良 （26東京3）第5日 第2競走 ��1，600�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
1：34．1
1：33．3

不良
良

56 レッドクラリス 牝3栗 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450± 01：38．2 3．6�
711 ヴァールハイト 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人有限会社シルク菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：38．62� 12．7�
44 イデアオブクィーン 牝3芦 54 蛯名 正義益田 修一氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 402＋ 21：38．81� 2．4�
57 トゥルーモーション 牝3青鹿54 田辺 裕信 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468－101：39．65 8．0�
22 リースリング 牝3栗 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 432＋ 81：39．92 18．0	
11 ヒルデガルト 牝3栗 54 西田雄一郎海谷 幸司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 426± 0 〃 クビ 6．6

710 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 468－ 81：40．53� 15．2�
45 ナムラヒロイン 牝3鹿 54 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 452－121：40．6� 22．3�
812 デピュティイモン 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太井門 敏雄氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 436－ 61：40．92 158．2
68 ストロベリーローズ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真古賀 禎彦氏 蛯名 利弘 新ひだか 下屋敷牧場 440＋ 21：41．11� 141．3�
813 デアフェイム 牝3鹿 54 柴田 未崎伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 436－101：41．73� 125．2�
69 サンマルタイム 牝3栗 54 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 414－ 81：43．19 211．1�
33 ハンプトンローズ 牝3栗 54 伊藤 工真有限会社シルク久保田貴士 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ― 〃 クビ 54．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，799，800円 複勝： 31，752，500円 枠連： 12，112，700円
馬連： 44，440，900円 馬単： 28，415，300円 ワイド： 21，297，300円
3連複： 53，029，100円 3連単： 90，015，400円 計： 300，863，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 210円 � 110円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 530円 �� 170円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 9，180円

票 数

単勝票数 計 197998 的中 � 43392（2番人気）
複勝票数 計 317525 的中 � 75654（2番人気）� 24900（5番人気）� 90730（1番人気）
枠連票数 計 121127 的中 （5－7） 11790（2番人気）
馬連票数 計 444409 的中 �� 16951（7番人気）
馬単票数 計 284153 的中 �� 6339（12番人気）
ワイド票数 計 212973 的中 �� 8699（7番人気）�� 41234（1番人気）�� 8740（6番人気）
3連複票数 計 530291 的中 ��� 30000（3番人気）
3連単票数 計 900154 的中 ��� 7107（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．3―12．5―12．5―12．3―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．2―36．5―49．0―1：01．5―1：13．8―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドクラリス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．11．16 東京5着

2011．2．13生 牝3栗 母 マ ニ エ ラ 母母 カ ト リ ア 6戦1勝 賞金 7，300，000円

第３回 東京競馬 第５日



15051 6月21日 曇 良 （26東京3）第5日 第3競走 ��
��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

59 マイネルボルソー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 458＋ 61：19．0 5．4�

12 � 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 476－ 21：19．21� 4．7�

35 ナムラセンセイ 牡3栗 56 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 486－ 61：19．3	 3．9�
23 ダイメイリシャール 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 478＋ 21：19．4	 5．7�
713 イミラカチャ 牝3黒鹿54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 438－ 61：19．61
 9．8�
11 プリンセスキラリン 牝3青 54

51 ▲木幡 初也	髙昭牧場 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 448＋ 21：19．7クビ 187．4

510 キーアイテム 牡3鹿 56 石橋 脩北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 458＋ 81：19．91� 25．2�
36 ソレイユレヴァン 牝3黒鹿54 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 428－181：20．21	 29．5�
816 サムデイオーラム 牡3青鹿56 田中 勝春�ジェイアール 岩戸 孝樹 新ひだか 曾我 博 468－ 21：20．41 11．2
612 ニットギブソン 牡3青鹿56 戸崎 圭太水野 英樹氏 和田 正道 日高 増尾牧場 460－ 21：20．5	 7．3�
47 ヨイチスノー 牝3黒鹿54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 金成吉田牧場 430± 01：20．92
 198．8�
611 ダイアペイソン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真吉田 哲哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 442± 01：21．0	 209．0�
714 イケイケヒカル 牝3栗 54 伊藤 工真田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 村上 欽哉 426－ 41：21．2	 181．6�
815 ヴァンクレメンツ �3芦 56

53 ▲石川裕紀人日下部勝德氏 黒岩 陽一 新ひだか 森 俊雄 474＋ 81：21．3
 236．6�
24 ドックオブザベイ 牝3黒鹿54 大野 拓弥	グランド牧場 藤原 辰雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420＋ 21：22．15 284．9�
48 トウショウスクエア 牡3栗 56 嘉藤 貴行トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 420 ― （競走中止） 244．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，300，200円 複勝： 40，752，700円 枠連： 14，412，600円
馬連： 50，918，100円 馬単： 30，238，000円 ワイド： 24，915，200円
3連複： 67，167，800円 3連単： 103，739，900円 計： 353，444，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 150円 � 160円 枠 連（1－5） 1，030円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 360円 �� 530円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 9，920円

票 数

単勝票数 計 213002 的中 � 31293（3番人気）
複勝票数 計 407527 的中 � 73682（1番人気）� 70435（2番人気）� 64053（3番人気）
枠連票数 計 144126 的中 （1－5） 10785（3番人気）
馬連票数 計 509181 的中 �� 33221（1番人気）
馬単票数 計 302380 的中 �� 9830（2番人気）
ワイド票数 計 249152 的中 �� 18472（1番人気）�� 11627（5番人気）�� 12358（4番人気）
3連複票数 計 671678 的中 ��� 26963（2番人気）
3連単票数 計1037399 的中 ��� 7580（8番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．0―11．9―12．1―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．8―29．8―41．7―53．8―1：06．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルボルソー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アドマイヤボス デビュー 2013．6．29 函館2着

2011．4．29生 牡3鹿 母 スーパーマルトク 母母 エリットビーナス 11戦1勝 賞金 15，300，000円
〔競走中止〕 トウショウスクエア号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。

15052 6月21日 曇 良 （26東京3）第5日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612 ダンディーライアン 牡3鹿 56 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 田原橋本牧場 496－ 41：25．8 8．2�
510 ドスコイサーファー 牡3鹿 56 内田 博幸稻井田安史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 442± 01：26．01 9．4�
815 ハ ッ ツ オ フ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 466＋ 2 〃 ハナ 2．0�
714 ユキノプリンス 牡3黒鹿56 吉田 豊井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 服部 牧場 450－ 21：26．1� 27．2�
48 マルヨグラス 牡3栗 56 西田雄一郎野村 春行氏 浅野洋一郎 えりも 上島牧場 434－ 41：26．31 34．3	
47 キタサンダイチ 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也�大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 462＋ 61：26．62 28．8

36 ラウンドガール 牝3栗 54 岩部 純二加藤 貴子氏 萱野 浩二 新冠 中本 隆志 464＋ 41：26．7クビ 25．4�
59 テイエムテンリュウ 牡3芦 56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 494－ 4 〃 ハナ 9．8�
24 スパーキードリーム 牡3栗 56 池添 謙一栗山 良子氏 土田 稔 新冠 村上 欽哉 490－ 41：27．55 49．0
23 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 494－ 21：27．6� 13．6�
816 クイックデピュティ 牡3栗 56 田中 勝春櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 貞広 賢治 B466＋ 41：27．7� 6．0�
611 クインズブレス 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 454＋ 41：28．65 360．9�
12 カワキタスキップ 牡3栗 56 田辺 裕信川島 吉男氏 上原 博之 新冠 川島牧場 444 ―1：28．91� 76．9�
35 トマトリコピン 牝3青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋ 71：29．11� 299．3�
11 ウインクラージュ 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ウイン 上原 博之 新ひだか タイヘイ牧場 482－ 81：29．52� 168．1�
713 リボーンマン 牡3黒鹿56 柴田 未崎齋藤 實氏 和田 雄二 日高 正木 茂夫 488 ―1：29．6クビ 107．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，992，500円 複勝： 41，161，100円 枠連： 18，596，300円
馬連： 53，829，200円 馬単： 31，832，400円 ワイド： 29，521，700円
3連複： 72，310，500円 3連単： 110，143，400円 計： 382，387，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 230円 � 210円 � 120円 枠 連（5－6） 1，860円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 570円 �� 380円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 13，170円

票 数

単勝票数 計 249925 的中 � 24177（3番人気）
複勝票数 計 411611 的中 � 38043（4番人気）� 41470（3番人気）� 117439（1番人気）
枠連票数 計 185963 的中 （5－6） 7726（7番人気）
馬連票数 計 538292 的中 �� 19250（6番人気）
馬単票数 計 318324 的中 �� 5176（13番人気）
ワイド票数 計 295217 的中 �� 12570（6番人気）�� 20306（2番人気）�� 18273（3番人気）
3連複票数 計 723105 的中 ��� 39584（1番人気）
3連単票数 計1101434 的中 ��� 6059（25番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．3―12．5―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―47．5―1：00．0―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンディーライアン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．8．11 新潟4着

2011．2．28生 牡3鹿 母 サンゴノウミヲ 母母 サンゴショウ 8戦1勝 賞金 7，750，000円
〔発走状況〕 ドスコイサーファー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 モズワトウナイ号



15053 6月21日 曇 良 （26東京3）第5日 第5競走 ��
��1，600�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
1：33．6
1：32．3

良
良

814 ラ ミ ー ロ 牡2栗 54 池添 謙一門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 440 ―1：37．6 93．2�
813 マイネルクレイモア 牡2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 428 ― 〃 クビ 4．6�
711 スプリームゴールド 牝2芦 54 田中 勝春有限会社シルク宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408 ―1：38．13 12．5�
610 ムーンビューティ 牝2鹿 54 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 前田 宗将 446 ―1：38．31� 33．7�
34 ヴェルデプラート 牡2栗 54 横山 典弘落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 442 ―1：38．62 6．3�
69 ラパンルージュ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗後藤 英成氏 田中 剛 新ひだか 服部 牧場 450 ―1：38．7� 99．0	
712 カレイジルベルト 牡2鹿 54 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 松栄牧場 468 ― 〃 クビ 66．2

33 ディアドムス 牡2鹿 54 北村 宏司ディアレスト 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 474 ― 〃 アタマ 20．5�
58 アポロエース 牡2栗 54 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 清 476 ―1：40．08 21．6�
57 タカラレジェンド 牡2鹿 54 武士沢友治村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 458 ―1：40．63� 43．6
11 モンサンギエナ 牝2鹿 54 蛯名 正義山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 472 ―1：42．210 43．0�
22 ジャコバイティズム 牡2青鹿54 戸崎 圭太窪田 康志氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 442 ―1：42．73 17．9�
45 テンザリッチ 牡2青 54 田辺 裕信天白 泰司氏 小西 一男 日高 千葉飯田牧場 446 ―1：43．55 18．4�

（テンザンリッチ）

46 マックヴァン 牡2芦 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470 ― （競走中止） 2．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，829，000円 複勝： 36，380，200円 枠連： 15，720，900円
馬連： 49，443，700円 馬単： 31，023，000円 ワイド： 23，363，100円
3連複： 57，081，100円 3連単： 95，740，500円 計： 337，581，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，320円 複 勝 � 1，690円 � 190円 � 320円 枠 連（8－8） 8，100円

馬 連 �� 14，650円 馬 単 �� 39，430円

ワ イ ド �� 4，500円 �� 8，310円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 50，240円 3 連 単 ��� 568，940円

票 数

単勝票数 計 288290 的中 � 2473（13番人気）
複勝票数 計 363802 的中 � 4406（13番人気）� 63648（2番人気）� 29493（4番人気）
枠連票数 計 157209 的中 （8－8） 1504（26番人気）
馬連票数 計 494437 的中 �� 2614（41番人気）
馬単票数 計 310230 的中 �� 590（92番人気）
ワイド票数 計 233631 的中 �� 1316（45番人気）�� 707（63番人気）�� 6206（9番人気）
3連複票数 計 570811 的中 ��� 852（128番人気）
3連単票数 計 957405 的中 ��� 122（1079番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．1―13．0―12．4―11．5―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．9―50．9―1：03．3―1：14．8―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ミ ー ロ �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2012．4．14生 牡2栗 母 ア ラ ハ 母母 スターマレイン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 マックヴァン号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 マイネルクレイモア号の騎手柴田大知は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・11

番・9番・6番）
〔その他〕 テンザリッチ号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャコバイティズム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月21日まで平地

競走に出走できない。
※ムーンビューティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

15054 6月21日 曇 良 （26東京3）第5日 第6競走 ��
��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

48 マイネルシェルト 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 41：48．0 2．1�

47 アンジュドボヌール 牝3栗 54 吉田 豊杉山 忠国氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 498＋ 21：48．1� 13．0�

11 コスモメリー 牝3鹿 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 428＋ 81：48．63 52．5�
23 カワキタアロー 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真川島 吉男氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 442± 0 〃 クビ 28．4�
815 セルバンテス 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：48．91� 7．5	
612 コスモミヅハノメ 牝3黒鹿54 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 61：49．21� 182．1

24 トーセンマルシェ 牝3黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 490＋16 〃 ハナ 25．8�
714 テイエムリキオー 牡3黒鹿56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 460± 0 〃 クビ 7．7
510 オ ニ ガ イ 牡3黒鹿56 西田雄一郎副島 義久氏 高市 圭二 浦河 モトスファーム 472－12 〃 ハナ 145．7�
35 ケセラストーン 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 444－ 41：49．3クビ 69．0�
611 アントファガスタ 牡3鹿 56 北村 宏司�G1レーシング 二ノ宮敬宇 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526± 01：49．4� 28．4�
713 コスモスミレ 牝3栗 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 新冠橋本牧場 426＋ 4 〃 ハナ 87．3�
59 マンディスキュア 牝3黒鹿54 柴田 未崎�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 442＋ 61：49．61� 189．5�
36 ハヤブサゴッド 牡3鹿 56 戸崎 圭太武田 修氏 高柳 瑞樹 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 6 〃 クビ 3．8�
816 コスモライキリ 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 浦河 桑田 正己 460－ 41：49．81 190．8�
12 ロックゴールド 牡3青鹿56 大野 拓弥岡田 勇氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 490－ 61：51．39 93．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，505，400円 複勝： 39，773，200円 枠連： 17，866，300円
馬連： 55，555，900円 馬単： 33，114，600円 ワイド： 27，403，200円
3連複： 66，201，900円 3連単： 109，453，500円 計： 376，874，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 320円 � 720円 枠 連（4－4） 1，130円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，320円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 6，930円 3 連 単 ��� 23，630円

票 数

単勝票数 計 275054 的中 � 102491（1番人気）
複勝票数 計 397732 的中 � 107729（1番人気）� 27437（5番人気）� 10394（9番人気）
枠連票数 計 178663 的中 （4－4） 12241（5番人気）
馬連票数 計 555559 的中 �� 42138（4番人気）
馬単票数 計 331146 的中 �� 15678（5番人気）
ワイド票数 計 274032 的中 �� 17102（4番人気）�� 5164（14番人気）�� 1738（33番人気）
3連複票数 計 662019 的中 ��� 7164（22番人気）
3連単票数 計1094535 的中 ��� 3358（67番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―12．5―12．5―12．2―11．2―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．7―49．2―1：01．7―1：13．9―1：25．1―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

マイネルシェルト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Arazi デビュー 2013．8．10 新潟7着

2011．6．16生 牡3鹿 母 パツィエンザ 母母 Park Appeal 8戦1勝 賞金 10，400，000円
〔制裁〕 オニガイ号の騎手西田雄一郎は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・16番・13番）
※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。
（非当選馬） 3頭 サプライズレナ号・ジェイケイカルミア号・マイネルピクトル号



15055 6月21日 曇 良 （26東京3）第5日 第7競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走13時30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

56 シークレットパス 牡3芦 56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 444± 02：14．6 6．2�
812 ト リ レ ン マ 牡3栗 56 横山 典弘池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 B484－ 4 〃 アタマ 9．1�
711 シュタインベルガー 牡3青鹿56 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 496－ 42：15．13 2．2�
68 フ ド ー シ ン 牡3黒鹿56 武士沢友治林 正道氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 486＋ 42：15．2� 16．7�
33 グロリアストレイル 牡3栗 56 北村 宏司有限会社シルク小島 茂之 安平 ノーザンファーム 450± 02：15．94 10．3�
710� アイルビーホーム 牡3鹿 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 米 SF Blood-
stock LLC 508＋ 22：16．0クビ 21．1


22 シ ナ モ ン 牝3栗 54 吉田 豊村島 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 B448＋ 42：16．32 146．6�

57 ニシノモリンガ 牡3栗 56
53 ▲木幡 初也西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 442－102：16．93	 193．0�

813 モンレーヴリアン 牝3青鹿54 柴田 未崎落合 幸弘氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：17．11
 29．2
44 ターゲットバスター 牝3青 54

51 ▲原田 和真古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 442－ 62：17．84 101．7�
11 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 480－ 62：18．43	 190．3�
45 バロンドール 牡3芦 56

53 ▲伴 啓太佐々木雄二氏 奥村 武 新ひだか 土田 陽介 498－ 2 〃 クビ 93．8�
69 � サイバーロイド 牡3黒鹿56 戸崎 圭太山本 英俊氏 角居 勝彦 米

John D. Gunther, Eurow-
est Bloodstock Services
& Nicole Gunther

506 ―2：21．4大差 3．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，891，100円 複勝： 36，995，000円 枠連： 14，637，800円
馬連： 57，168，600円 馬単： 34，434，200円 ワイド： 24，476，800円
3連複： 63，248，200円 3連単： 115，580，800円 計： 374，432，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 190円 � 110円 枠 連（5－8） 2，200円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 750円 �� 280円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 13，710円

票 数

単勝票数 計 278911 的中 � 35885（3番人気）
複勝票数 計 369950 的中 � 43736（3番人気）� 33918（4番人気）� 145922（1番人気）
枠連票数 計 146378 的中 （5－8） 5152（9番人気）
馬連票数 計 571686 的中 �� 14584（12番人気）
馬単票数 計 344342 的中 �� 4604（21番人気）
ワイド票数 計 244768 的中 �� 7276（10番人気）�� 24262（2番人気）�� 21561（3番人気）
3連複票数 計 632482 的中 ��� 36467（3番人気）
3連単票数 計1155808 的中 ��� 6112（44番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―13．5―12．7―13．2―13．4―12．9―12．3―12．2―12．6―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．5―32．0―44．7―57．9―1：11．3―1：24．2―1：36．5―1：48．7―2：01．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シークレットパス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．24 東京10着

2011．5．9生 牡3芦 母 フサイチディコルサ 母母 タイシンリリイ 6戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 ニシノモリンガ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイバーロイド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月21日まで平地競

走に出走できない。

15056 6月21日 曇 良 （26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）

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
1：34．1
1：33．3

不良
良

44 ティアップレーヴ 牝4芦 55 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 490＋ 61：37．0 2．3�
813 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 492＋ 21：37．32 5．3�
33 オ リ ア ー ナ 牝4青鹿55 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 494＋ 21：37．4� 14．6�
812 タイキグラミー 牝4鹿 55 吉田 豊�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム B466± 01：37．5� 25．0�
56 プレシャスムーン 牝3鹿 52

49 ▲伴 啓太鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 430± 0 〃 ハナ 25．0	
711� オ フ シ ョ ア 牝5鹿 55 宮崎 北斗 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B446－ 4 〃 ハナ 105．6

68 デルマハンニャ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 434－12 〃 ハナ 44．3�
57 グリューネヴォッヘ 牝4鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：37．7� 13．8�
710 ブルーボサノヴァ 牝3栗 52 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 B464－181：37．91	 131．0
45 ファストソング 牝4栗 55 江田 照男田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 488－ 21：38．96 26．1�
11 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 494－ 21：39．22 3．4�
22 ファイトユアソング 牝3鹿 52 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 444＋141：39．51� 27．4�
69 コーディリア 牝5青 55 田辺 裕信 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム B454－ 81：39．82 59．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，657，100円 複勝： 50，130，600円 枠連： 19，169，400円
馬連： 81，801，400円 馬単： 46，641，500円 ワイド： 36，654，000円
3連複： 88，364，300円 3連単： 159，520，200円 計： 514，938，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 300円 枠 連（4－8） 500円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 270円 �� 600円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 7，680円

票 数

単勝票数 計 326571 的中 � 110480（1番人気）
複勝票数 計 501306 的中 � 146893（1番人気）� 82422（3番人気）� 28349（5番人気）
枠連票数 計 191694 的中 （4－8） 29139（2番人気）
馬連票数 計 818014 的中 �� 106253（2番人気）
馬単票数 計 466415 的中 �� 35845（2番人気）
ワイド票数 計 366540 的中 �� 39516（2番人気）�� 14807（5番人気）�� 8624（11番人気）
3連複票数 計 883643 的中 ��� 27977（5番人気）
3連単票数 計1595202 的中 ��� 15041（12番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．1―12．6―12．4―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．8―34．3―46．4―59．0―1：11．4―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．0
3 12－2（3，4）（8，9）（1，11）（7，13）10，6，5 4 12（2，3）（8，4）（1，9）11（10，7）（6，13）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ティアップレーヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．17 東京6着

2010．3．9生 牝4芦 母 アドマイヤバレー 母母 シアラスダンサー 12戦3勝 賞金 24，770，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



15057 6月21日 曇 良 （26東京3）第5日 第9競走 ��
��2，400�

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53�4歳以上57�，牝馬2�減

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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

810 トライアゲイン 牡3鹿 53 横山 典弘�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 42：27．0 14．5�

77 パリソワール 牡5栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 436－ 42：27．21� 57．5�
33 ディスキーダンス 牡3栗 53 蛯名 正義 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 クビ 5．9�
22 メイショウラリマー 牡3栗 53 田中 勝春松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 488－ 42：27．3クビ 5．0�
11 ストーリーセラー 牡3鹿 53 大野 拓弥 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 ハナ 22．7	
66 ピュアソルジャー 牡4鹿 57 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 468－ 2 〃 クビ 3．0

78 ジャングルパサー 牡4鹿 57 江田 照男有限会社シルク高橋 文雅 新ひだか フジワラフアーム 522－ 82：27．4	 36．3�
55 アンプラグド 牡3芦 53 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 494－ 22：27．61	 3．8�
44 ウマンマミーア 牡3鹿 53 内田 博幸野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 442± 0 〃 アタマ 26．9
89 デジタルフラッシュ 牡3栗 53 北村 宏司有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 462－102：28．98 10．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，469，600円 複勝： 49，153，700円 枠連： 18，237，500円
馬連： 84，054，100円 馬単： 49，898，600円 ワイド： 33，017，200円
3連複： 92，894，800円 3連単： 195，652，400円 計： 556，377，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 390円 � 890円 � 220円 枠 連（7－8） 3，700円

馬 連 �� 30，000円 馬 単 �� 60，070円

ワ イ ド �� 6，320円 �� 1，450円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 53，550円 3 連 単 ��� 397，330円

票 数

単勝票数 計 334696 的中 � 18347（6番人気）
複勝票数 計 491537 的中 � 31894（6番人気）� 12454（10番人気）� 67701（4番人気）
枠連票数 計 182375 的中 （7－8） 3818（13番人気）
馬連票数 計 840541 的中 �� 2171（42番人気）
馬単票数 計 498986 的中 �� 623（82番人気）
ワイド票数 計 330172 的中 �� 1326（42番人気）�� 6003（18番人気）�� 2124（35番人気）
3連複票数 計 928948 的中 ��� 1301（97番人気）
3連単票数 計1956524 的中 ��� 357（587番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．3―13．0―12．6―12．6―12．6―12．4―11．8―11．2―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．4―37．7―50．7―1：03．3―1：15．9―1：28．5―1：40．9―1：52．7―2：03．9―2：15．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．3
1
3
9，10（2，7）8，5，4－6（1，3）・（9，10）（7，4）（2，8）5，6（1，3）

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

勝馬の
紹 介

トライアゲイン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．6．23 東京10着

2011．4．5生 牡3鹿 母 シェープアップ 母母 Life Out There 9戦2勝 賞金 18，788，000円
〔制裁〕 メイショウラリマー号の騎手田中勝春は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

15058 6月21日 曇 良 （26東京3）第5日 第10競走 ��
��1，400�

さ が み こ

相 模 湖 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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

57 マ カ ハ 牡5鹿 57 戸崎 圭太広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B468＋ 21：20．7 3．2�
45 フラムドグロワール 牡4栗 57 北村 宏司有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 504＋14 〃 クビ 5．1�
69 ヴァンフレーシュ 牝4鹿 55 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 482＋181：20．91� 48．0�
56 ジーニマジック 牝4鹿 55 田辺 裕信田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 472－ 4 〃 クビ 20．3�
710 ガイヤースヴェルト 牡4黒鹿57 石橋 脩 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492± 01：21．0	 3．9	
33 マンボネフュー 牡4青 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 6 〃 アタマ 5．8


44 ミ ナ レ ッ ト 牝4鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 474＋ 81：21．1	 14．4�
68 ボンジュールココロ 牝4鹿 55 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 478＋ 4 〃 ハナ 12．6�
22 サクラエール 牡3黒鹿54 内田 博幸�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 464＋ 41：21．2	 14．8
11 シルバーレイショウ 牡5芦 57 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 516－ 8 〃 アタマ 63．4�
813 レ ト 牡7鹿 57 西田雄一郎伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 476＋ 41：21．62	 202．9�
812 ラインロバート 牡5青鹿57 江田 照男大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：21．92 139．8�
711 ゴールドカルラ 牝6鹿 55 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 530＋101：22．11 116．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，259，300円 複勝： 85，011，100円 枠連： 27，791，000円
馬連： 142，573，800円 馬単： 68，680，300円 ワイド： 52，927，900円
3連複： 151，175，800円 3連単： 265，529，000円 計： 843，948，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 200円 � 1，180円 枠 連（4－5） 650円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 510円 �� 3，560円 �� 5，300円

3 連 複 ��� 18，960円 3 連 単 ��� 69，420円

票 数

単勝票数 計 502593 的中 � 123413（1番人気）
複勝票数 計 850111 的中 � 191429（1番人気）� 115628（3番人気）� 12791（10番人気）
枠連票数 計 277910 的中 （4－5） 32697（2番人気）
馬連票数 計1425738 的中 �� 99810（3番人気）
馬単票数 計 686803 的中 �� 25584（4番人気）
ワイド票数 計 529279 的中 �� 29042（4番人気）�� 3657（32番人気）�� 2440（41番人気）
3連複票数 計1511758 的中 ��� 5977（58番人気）
3連単票数 計2655290 的中 ��� 2773（240番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―11．6―11．2―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．0―46．6―57．8―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．1
3 9，13（4，10）（5，11）（3，8）（2，7）（6，12）1 4 9，13，10（4，11）5（3，8）（2，7）（1，6，12）

勝馬の
紹 介

マ カ ハ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Irish River デビュー 2011．8．21 札幌1着

2009．4．6生 牡5鹿 母 サークリング 母母 Magic Circle 21戦4勝 賞金 74，451，000円



15059 6月21日 曇 良 （26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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

55 ステラウインド 牡5黒鹿57 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 462－ 21：58．2 3．4�
812 クランモンタナ 牡5芦 57 北村 宏司 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B478－ 6 〃 クビ 14．6�
67 クイーンオリーブ 牝6青鹿55 横山 典弘有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 472± 01：58．3� 18．6�
22 サフランディライト 牡6鹿 57 田中 勝春海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 484± 0 〃 ハナ 22．0�
56 ソルレヴァンテ 牡5鹿 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 490＋ 61：58．61� 28．6	
811 ヴァーゲンザイル 	6黒鹿57 武士沢友治 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 452± 01：58．7
 84．3

79 サムソンズプライド 牡4鹿 57 田辺 裕信有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 466－ 21：58．8� 8．1�
44 ロンギングダンサー 牡5黒鹿57 内田 博幸坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 474－101：59．01
 5．1�
11 オマワリサン 牡6鹿 57 江田 照男小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 532－ 21：59．1クビ 73．0
710 ロジサンデー 牡5鹿 57 吉田 豊久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 466－ 81：59．2
 94．5�
33 リヤンドファミユ 牡4鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 01：59．41 4．3�
68 ラウンドワールド 牡4鹿 57 戸崎 圭太�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：59．72 5．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 75，082，200円 複勝： 125，245，900円 枠連： 46，533，900円
馬連： 274，071，500円 馬単： 129，087，600円 ワイド： 92，808，800円
3連複： 323，006，800円 3連単： 588，970，700円 計： 1，654，807，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 350円 � 360円 枠 連（5－8） 1，840円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 960円 �� 960円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 10，620円 3 連 単 ��� 46，040円

票 数

単勝票数 計 750822 的中 � 171795（1番人気）
複勝票数 計1252459 的中 � 264601（1番人気）� 79459（6番人気）� 78923（7番人気）
枠連票数 計 465339 的中 （5－8） 19591（8番人気）
馬連票数 計2740715 的中 �� 84392（9番人気）
馬単票数 計1290876 的中 �� 26986（14番人気）
ワイド票数 計 928088 的中 �� 25293（11番人気）�� 25249（12番人気）�� 8745（31番人気）
3連複票数 計3230068 的中 ��� 22807（43番人気）
3連単票数 計5889707 的中 ��� 9274（170番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．3―11．5―11．8―11．8―12．3―11．6―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．0―46．5―58．3―1：10．1―1：22．4―1：34．0―1：46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステラウインド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2012．1．5 中山4着

2009．3．1生 牡5黒鹿 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ 16戦5勝 賞金 93，481，000円
［他本会外：2戦0勝］

15060 6月21日 曇 良 （26東京3）第5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

816 ハイパーチャージ �4鹿 57 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 490－ 21：37．2 1．9�
12 バーディーイーグル 牡4鹿 57 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 476－ 21：37．41 4．7�
611 サウンドトゥルー 牡4栗 57 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 61：37．61� 5．6�
48 ブラックジャガー 牡3青鹿54 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 460＋221：38．23� 25．1�
714	 エルヘイロー 牡6黒鹿57 内田 博幸吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 478± 01：38．3
 31．0�
713 ディアグリスター 牡4鹿 57 江田 照男ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 474± 01：38．4� 119．7�
612 ダノンアイガー 牡4芦 57 石橋 脩	ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 498－ 41：38．61� 155．6

36 ハイアーレート 牡3黒鹿54 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 470－10 〃 アタマ 9．9�
23 マグナムボーイ 牡4鹿 57

54 ▲石川裕紀人古賀 禎彦氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 524＋101：38．7� 136．0
59 オアフライダー 牡4鹿 57 田中 勝春 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 474－ 6 〃 アタマ 52．9�
11 	 ホクレアポパイ �5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 422± 01：38．8� 300．4�
815 フラクシヌス 牡3芦 54 西田雄一郎加藤 徹氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 542＋ 21：39．22� 112．6�
35 	 ヴァリュービジョン �5黒鹿57 宮崎 北斗 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 B480－ 21：39．3クビ 254．6�
510	 ヴィクトリーケルブ 牡4鹿 57 武士沢友治古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 日優牧場 500－ 2 〃 クビ 270．8�
47 アップルハウス 牡4青鹿57 柴田 大知新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 442－101：39．4� 124．8�
24 トーホウパルサー 牡3栗 54 蛯名 正義東豊物産	 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 520＋ 41：39．82� 8．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，221，000円 複勝： 102，336，200円 枠連： 38，250，800円
馬連： 168，014，100円 馬単： 96，666，600円 ワイド： 74，827，900円
3連複： 207，726，800円 3連単： 417，212，400円 計： 1，171，255，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（1－8） 550円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 210円 �� 250円 �� 410円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，780円

票 数

単勝票数 計 662210 的中 � 266234（1番人気）
複勝票数 計1023362 的中 � 311265（1番人気）� 195432（2番人気）� 139739（3番人気）
枠連票数 計 382508 的中 （1－8） 53493（2番人気）
馬連票数 計1680141 的中 �� 237582（2番人気）
馬単票数 計 966666 的中 �� 96847（2番人気）
ワイド票数 計 748279 的中 �� 98781（1番人気）�� 75460（2番人気）�� 41021（5番人気）
3連複票数 計2077268 的中 ��� 187272（1番人気）
3連単票数 計4172124 的中 ��� 108650（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．8―48．5―1：00．6―1：12．6―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイパーチャージ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．23 中山3着

2010．2．11生 �4鹿 母 グランドエナジー 母母 アイズオブユー 8戦3勝 賞金 28，200，000円
〔発走状況〕 アップルハウス号は，発走地点で馬装整備。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 アップルハウス号の調教師松山将樹は，馬装（銜の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000円。



（26東京3）第5日 6月21日（土曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

176，790，000円
2，080，000円
8，920，000円
1，170，000円
15，690，000円
62，300，000円
4，212，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
425，530，800円
664，601，300円
252，594，700円
1，099，155，600円
606，423，100円
458，368，600円
1，287，868，100円
2，338，772，200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 7，133，314，400円

総入場人員 24，306名 （有料入場人員 22，978名）
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