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15037 6月14日 曇 良 （27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）
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

24 ラインフェルス 牡3栗 56 北村 宏司村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 470－ 21：37．6 1．8�
48 ステイリッチ 牡3栗 56 戸崎 圭太宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536± 01：38．23� 8．5�
713 クラウンシャイン 牡3栗 56 三浦 皇成�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 468± 01：38．41� 5．5�
816 クワッドアクセル 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 452± 01：39．03� 9．5�
815� アメリカンストーム 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &
Michael Baum 538＋121：39．1� 270．8�

714 ノーブルカイザー 牡3鹿 56 L．オールプレス 吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 494＋ 61：39．2	 22．3	
（新）

35 サノタイクーン 牡3鹿 56
53 ▲井上 敏樹ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 B462＋ 21：39．62� 32．4


47 トミケンルーシッド 牡3栗 56 丸田 恭介冨樫 賢二氏 松永 康利 新ひだか 佐藤 陽一 454－ 41：39．81� 368．0�
23 アドマイヤドラゴン 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B476＋ 61：40．22� 20．0�
11 ディーエスフェイム 牡3鹿 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 476 ― 〃 クビ 116．7
36 ケンブリッジタイガ 牡3鹿 56 杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 田湯牧場 470＋ 41：40．51	 305．9�
611� コスモミザール 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 米 Jerry Jam-

gotchian 442＋ 21：40．71 164．7�
12 ガ ニ メ ー ド 牡3鹿 56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526－ 41：40．8� 6．7�
612 パームリーフ 牡3鹿 56 岩部 純二小林竜太郎氏 中川 公成 厚真 大川牧場 448＋ 61：41．12 281．1�
510 シンボリマティス 牡3鹿 56 伊藤 工真シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 482 ―1：42．48 264．1�
59 タカラレジェンド 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 498＋ 41：43．67 346．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，160，600円 複勝： 63，348，200円 枠連： 16，911，900円
馬連： 72，086，300円 馬単： 45，577，000円 ワイド： 39，747，200円
3連複： 97，591，300円 3連単： 159，278，500円 計： 526，701，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 130円 枠 連（2－4） 810円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 370円 �� 180円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，070円

票 数

単勝票数 計 321606 的中 � 138863（1番人気）
複勝票数 計 633482 的中 � 320883（1番人気）� 42524（5番人気）� 85681（2番人気）
枠連票数 計 169119 的中 （2－4） 16039（4番人気）
馬連票数 計 720863 的中 �� 60936（4番人気）
馬単票数 計 455770 的中 �� 25048（5番人気）
ワイド票数 計 397472 的中 �� 25190（4番人気）�� 67635（1番人気）�� 13041（7番人気）
3連複票数 計 975913 的中 ��� 60740（3番人気）
3連単票数 計1592785 的中 ��� 22733（8番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．3―12．5―12．3―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．9―47．2―59．7―1：12．0―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインフェルス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．9．14 新潟2着

2012．4．8生 牡3栗 母 インプレスゴールド 母母 ビューティフルゴールド 8戦1勝 賞金 14，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカラレジェンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アグレマン号・ダイニヨシゼン号・ノーブルクリスタル号・ホウザンゴッド号・マテンロウリバー号
※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。

15038 6月14日 曇 良 （27東京3）第4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）

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

48 ダンガンコゾウ 牡3栗 56 内田 博幸海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：26．2 3．3�
815 キ ン グ リ オ 牡3鹿 56 横山 典弘窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：26．62� 2．2�
612 マ ゼ ン タ 牡3鹿 56 三浦 皇成増田 和啓氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 442± 01：26．91� 5．0�
611 シンキングジョリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太佐藤 雄司氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 498＋ 21：27．43 8．7�
816 スパイホップ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 B480－ 21：27．5� 24．7�
47 エンパイアサンデー 牡3鹿 56 吉田 豊戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 522＋ 81：28．24 30．8�
510 キョウエイボサツ 牝3栗 54 武士沢友治田中 晴夫氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 454＋ 61：28．41� 63．8	
713 トラディショナル 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 434－ 61：28．61� 217．7


36 リ ー ジ ュ 牡3栗 56 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－221：28．81� 60．5�

11 ラブテンダー 牝3黒鹿54 丸田 恭介増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 B492－ 21：28．9クビ 36．6�
59 フクノアングレーム 牡3栗 56 岩部 純二福島 祐子氏 蛯名 利弘 新ひだか 嶋田牧場 B488± 01：29．32� 327．4
24 テ ヅ ク リ 牝3栗 54 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 426－ 2 〃 クビ 131．9�
714 ステラグランデ 牡3芦 56 石橋 脩 �シルクレーシング 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 448－ 21：29．4クビ 38．1�
35 ゴールドバーン 牡3鹿 56 柴田 大知井上 久光氏 柴田 政人 浦河 冨岡牧場 460－ 6 〃 クビ 360．1�
23 アンビリカルコード 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか タイヘイ牧場 574 ―1：30．25 123．5�
12 ウエスタンソレイユ 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人西川 賢氏 和田 雄二 新ひだか ウエスタンファーム 500 ―1：39．3大差 223．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，210，000円 複勝： 34，337，900円 枠連： 17，953，500円
馬連： 63，647，600円 馬単： 42，439，200円 ワイド： 33，205，800円
3連複： 84，384，500円 3連単： 149，887，000円 計： 451，065，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（4－8） 290円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 170円 �� 220円 �� 220円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 2，420円

票 数

単勝票数 計 252100 的中 � 60193（2番人気）
複勝票数 計 343379 的中 � 79091（2番人気）� 104355（1番人気）� 52610（3番人気）
枠連票数 計 179535 的中 （4－8） 46485（1番人気）
馬連票数 計 636476 的中 �� 134455（1番人気）
馬単票数 計 424392 的中 �� 39539（2番人気）
ワイド票数 計 332058 的中 �� 57180（1番人気）�� 34960（3番人気）�� 35141（2番人気）
3連複票数 計 843845 的中 ��� 142502（1番人気）
3連単票数 計1498870 的中 ��� 44880（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．1―48．6―1：01．1―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンガンコゾウ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2014．7．12 福島9着

2012．4．12生 牡3栗 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 11戦1勝 賞金 11，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンソレイユ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月14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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワールドハーモニー号
（非抽選馬） 1頭 ビカムスター号

第３回 東京競馬 第４日



15039 6月14日 曇 良 （27東京3）第4日 第3競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

713 ダイワエクシード 牡3栗 56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 524－ 62：14．7 7．7�
612 セイカアヴァンサ 牡3鹿 56 武士沢友治久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 448－ 2 〃 クビ 10．4�
47 ク ピ ド 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 452± 02：15．44 8．4�
611 コスモポッポ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 464＋ 42：15．5� 14．9�
36 トミケンブレスク 牡3鹿 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 福岡 光夫 B476± 02：15．71 59．8�
59 サクラヘリオス 牡3鹿 56 戸崎 圭太	さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 514± 0 〃 ハナ 3．1

510 ク ド ー ス 牡3栗 56 伊藤 工真窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 448－102：15．91� 87．0�
48 エイワカンベエ 牡3黒鹿56 内田 博幸永井公太郎氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム 474－ 42：16．11� 59．6�
24 カゼノドリーム 牡3鹿 56 松岡 正海深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 B458± 02：16．63 22．2
815 オ ン ザ ヒ ル 牡3黒鹿56 福永 祐一大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 514＋ 82：16．7� 6．3�
35 ビビッドモア 牡3鹿 56 丸田 恭介湊 義明氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 470＋ 22：16．8クビ 50．2�
12 カ ヴ ァ ッ ロ 牡3鹿 56 L．オールプレス 小村アセットM	 大和田 成 千歳 社台ファーム 478＋ 62：17．01� 40．4�

（新）

23 セイウンエオリア 牡3栗 56 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 高昭牧場 476－ 62：17．85 52．5�
11 ミヤギサムソン 牝3鹿 54 岩部 純二菅原 光博氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 440－ 22：18．75 379．0�
714 テンザリッチ 牡3青 56 丸山 元気天白 泰司氏 小西 一男 日高 千葉飯田牧場 458＋ 22：20．6大差 182．1�
816 アニジャード 牡3黒鹿56 田辺 裕信窪田 康志氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 02：21．66 4．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，247，300円 複勝： 41，118，700円 枠連： 22，552，100円
馬連： 73，732，700円 馬単： 38，725，300円 ワイド： 42，036，100円
3連複： 98，517，000円 3連単： 131，915，700円 計： 474，844，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 240円 � 300円 � 250円 枠 連（6－7） 2，040円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，260円 �� 920円

3 連 複 ��� 7，910円 3 連 単 ��� 45，190円

票 数

単勝票数 計 262473 的中 � 27136（4番人気）
複勝票数 計 411187 的中 � 46250（4番人気）� 34648（6番人気）� 43713（5番人気）
枠連票数 計 225521 的中 （6－7） 8554（10番人気）
馬連票数 計 737327 的中 �� 16160（16番人気）
馬単票数 計 387253 的中 �� 4072（29番人気）
ワイド票数 計 420361 的中 �� 9762（14番人気）�� 8499（17番人気）�� 11889（11番人気）
3連複票数 計 985170 的中 ��� 9339（29番人気）
3連単票数 計1319157 的中 ��� 2116（155番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．2―12．7―13．0―13．4―12．7―13．0―13．0―13．1―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．3―30．5―43．2―56．2―1：09．6―1：22．3―1：35．3―1：48．3―2：01．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．4
1
3
13，8，9（3，12）－11（2，15）（6，7）16－（4，14）10－1，5
13，8，16（9，12）（3，11，15，4）（6，7）2（5，14）10－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワエクシード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Two Punch デビュー 2015．1．31 東京12着

2012．3．17生 牡3栗 母 トゥースペシャル 母母 Flaps Up 6戦1勝 賞金 6，650，000円
〔制裁〕 セイカアヴァンサ号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 アニジャード号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 コスモヴェルフェン号
※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14日 曇 良 （27東京3）第4日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40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

713 エンクエントロス 牡3鹿 56 柴山 雄一スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 492＋ 61：35．3 8．1�
24 ロートリンゲン 牡3栗 56 C．ルメール �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 ハナ 3．6�
715 ダイワスキャンプ 牡3鹿 56 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 420－ 2 〃 クビ 7．3�
36 ハーベストソング 牝3青鹿54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 21：35．51 17．7�
816 ペブルガーデン 牝3鹿 54 丸田 恭介�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 472－ 2 〃 クビ 11．1	
818 クラウンジーニアス 牡3栗 56 内田 博幸�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B488－121：35．6クビ 30．7

35 マリーズラン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 464－ 4 〃 クビ 26．2�
47 カ シ シ 牝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 436－ 21：35．7クビ 27．0�
714 マ ロ ン ベ ル 牝3栗 54 田辺 裕信 �グリーンファーム大和田 成 千歳 社台ファーム 442－ 41：35．91� 20．6
817 メイショウスターク 牡3青鹿56 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 林 孝輝 438＋ 6 〃 クビ 34．3�
23 ヴェールデローザ 牝3鹿 54 福永 祐一原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 424＋ 8 〃 ハナ 11．2�
11 コスモカンプ 牡3鹿 56 戸崎 圭太岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 B486－ 21：36．11� 3．8�
59 パープルローズ 牝3黒鹿54 石橋 脩備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 420－ 21：36．31� 273．2�
48 キタノリュウセイ 牡3青鹿56 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 裕 新冠 ハシモトフアーム 418－20 〃 クビ 44．3�
611 デルマウンライマツ 牡3黒鹿56 L．オールプレス 浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 えりも 能登 浩 B428－ 21：36．51� 262．8�

（新）

12 ジョリーオーガスタ 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 386－161：37．35 599．0�
612 フォアーナインジー 牝3栗 54 松岡 正海松本 俊廣氏 勢司 和浩 日高 天羽 禮治 380＋ 81：37．51� 532．4�
510 アラマサメーカー 牝3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 470－ 21：38．13	 425．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，547，000円 複勝： 56，352，700円 枠連： 30，055，300円
馬連： 88，007，700円 馬単： 46，171，500円 ワイド： 51，832，900円
3連複： 115，897，100円 3連単： 154，306，400円 計： 576，170，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 140円 � 200円 枠 連（2－7） 460円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 500円 �� 900円 �� 250円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 20，750円

票 数

単勝票数 計 335470 的中 � 32906（4番人気）
複勝票数 計 563527 的中 � 57110（4番人気）� 134677（1番人気）� 65711（3番人気）
枠連票数 計 300553 的中 （2－7） 50354（1番人気）
馬連票数 計 880077 的中 �� 47819（4番人気）
馬単票数 計 461715 的中 �� 9721（10番人気）
ワイド票数 計 518329 的中 �� 25164（3番人気）�� 13108（8番人気）�� 61775（1番人気）
3連複票数 計1158971 的中 ��� 26675（5番人気）
3連単票数 計1543064 的中 ��� 5390（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．1―48．3―1：00．6―1：12．0―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．7
3 6，13，4，16（3，9，15）（1，5，14）18（8，12）（7，11）（2，10）17 4 6，13（4，16）（3，9，15）（1，5，14）18，8（7，12）11－（2，17，10）

勝馬の
紹 介

エンクエントロス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．7．6 福島6着

2012．3．10生 牡3鹿 母 ダッチアイリス 母母 ブラックシャワー 8戦1勝 賞金 11，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 コスモピンパーネル号・ドリーマーズハイ号・トーアムーンリバー号
※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。



15041 6月14日 曇 良 （27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

712 メジャーエンブレム 牝2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 484 ―1：50．0 2．6�
69 プランスシャルマン 牡2栗 54 北村 宏司村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460 ―1：50．21� 4．8�
711 ハレルヤボーイ 牡2栗 54 吉田 豊島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 442 ―1：50．94 7．9�
57 クリノカルカソンヌ 牡2鹿 54 戸崎 圭太栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 496 ―1：51．32� 7．3�
814 ジュンレンパ 牡2鹿 54 福永 祐一河合 純二氏 森 秀行 新冠 秋田牧場 464 ―1：51．61� 9．4	
45 サ ム ラ イ 牡2栗 54 柴山 雄一
Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤牧場 470 ―1：51．7クビ 21．7�
813 ゲンパチタッチ 牡2鹿 54 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三石橋本牧場 496 ― 〃 アタマ 78．5�
34 ルドロージエ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 464 ―1：51．8� 23．8
33 ジャズソング 牝2黒鹿54 内田 博幸�大樹ファーム 牧 光二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 402 ― 〃 クビ 41．5�
22 ブルームグラス 牡2鹿 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 新冠 浜口牧場 480 ―1：51．9クビ 72．3�
46 クリンクリン 牡2鹿 54 L．オールプレス スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 476 ―1：52．96 59．7�
（新）

58 ミッテルレギ 牡2芦 54
51 ▲石川裕紀人 �スピードファーム和田 正道 新冠 八木 常郎 468 ―1：53．85 127．8�

610 ウインミリアルド 牡2黒鹿54 松岡 正海
ウイン 和田正一郎 浦河 鎌田 正嗣 472 ―1：55．410 112．4�
11 カイソクポリス 牡2鹿 54 武 豊小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 452 ―2：02．7大差 14．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，691，700円 複勝： 44，358，800円 枠連： 21，820，100円
馬連： 74，680，900円 馬単： 43，611，900円 ワイド： 39，084，500円
3連複： 90，650，500円 3連単： 133，793，800円 計： 494，692，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 180円 枠 連（6－7） 530円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 230円 �� 350円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 466917 的中 � 147511（1番人気）
複勝票数 計 443588 的中 � 113608（1番人気）� 84741（2番人気）� 49516（3番人気）
枠連票数 計 218201 的中 （6－7） 31377（1番人気）
馬連票数 計 746809 的中 �� 85659（1番人気）
馬単票数 計 436119 的中 �� 30081（1番人気）
ワイド票数 計 390845 的中 �� 48834（1番人気）�� 28239（3番人気）�� 14640（6番人気）
3連複票数 計 906505 的中 ��� 51853（1番人気）
3連単票数 計1337938 的中 ��� 21487（2番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．7―13．1―13．0―12．3―11．4―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―37．8―50．9―1：03．9―1：16．2―1：27．6―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

メジャーエンブレム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 オペラハウス 初出走

2013．3．26生 牝2栗 母 キャッチータイトル 母母 タ イ ト ル ド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔調教再審査〕 カイソクポリス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 カイソクポリス号は，競走中に異常歩様となったため，「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〕 ウインミリアルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月14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。

15042 6月14日 曇 良 （27東京3）第4日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走13時00分 （芝・左）

牝，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
1：33．5
1：32．3

良
良

11 リリカルホワイト 牝2芦 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508 ―1：36．0 4．3�

610 ジュアンマリエ 牝2栗 54 田辺 裕信 �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 436 ―1：36．21� 12．0�

712 クードラパン 牝2黒鹿54 横山 典弘 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 464 ―1：36．52 6．0�
35 マシェリガール 牝2黒鹿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 476 ―1：37．13� 6．0	
713 ファジーネーブル 牝2黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 414 ―1：37．31� 46．5

47 ア ツ コ 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 日高 豊洋牧場 472 ―1：37．61� 9．4�
815 ワイルドハーブ 牝2鹿 54 丸田 恭介 �スピードファーム武藤 善則 浦河 鵜木 唯義 438 ―1：37．7� 135．6�
58 サトノベリーニ 牝2栗 54 戸崎 圭太里見 治氏 須貝 尚介 新ひだか フジワラフアーム 450 ― 〃 クビ 4．9
814 スイートドリームス 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 前川 正美 398 ― 〃 アタマ 151．3�
22 ニシノケイト 牝2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 450 ―1：38．02 19．6�
23 ウィズエモーション 牝2鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 468 ―1：38．21� 8．2�
59 ス イ シ ン 牝2黒鹿54 石橋 脩重松 國建氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 426 ― 〃 ハナ 162．0�
34 カジノクイーン 牝2栗 54 柴田 大知内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 446 ―1：38．73 91．8�
611 ヤマタケシェンナ 牝2栗 54 丸山 元気山中 佳代氏 根本 康広 日高 門別牧場 494 ―1：39．44 112．0�
46 ラキラキガール 牝2栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 410 ―1：40．25 179．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，464，900円 複勝： 48，722，200円 枠連： 20，435，600円
馬連： 87，249，400円 馬単： 42，960，900円 ワイド： 42，157，800円
3連複： 98，096，600円 3連単： 139，079，000円 計： 524，166，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 310円 � 190円 枠 連（1－6） 2，390円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 890円 �� 380円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 18，540円

票 数

単勝票数 計 454649 的中 � 86717（1番人気）
複勝票数 計 487222 的中 � 84744（1番人気）� 33862（7番人気）� 67818（4番人気）
枠連票数 計 204356 的中 （1－6） 6623（12番人気）
馬連票数 計 872494 的中 �� 29507（9番人気）
馬単票数 計 429609 的中 �� 8222（15番人気）
ワイド票数 計 421578 的中 �� 11631（11番人気）�� 31043（1番人気）�� 11009（12番人気）
3連複票数 計 980966 的中 ��� 20111（9番人気）
3連単票数 計1390790 的中 ��� 5438（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．4―47．9―1：00．4―1：12．4―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．6
3 ・（2，5）（10，11）7（1，6，12）13，8（9，15）－14，4－3 4 2，5（10，11）（7，12）（1，8，13）6（9，15）（4，14）－3

勝馬の
紹 介

リリカルホワイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2013．1．7生 牝2芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。



15043 6月14日 曇 良 （27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

11 スールキートス 牝3黒鹿52 吉田 豊�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 476－101：25．6 6．1�
59 ネイティヴコード 牝4鹿 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B504＋ 2 〃 ハナ 6．0�
47 � ミ ュ ー ル 牝5栗 55 北村 宏司国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム 444＋10 〃 ハナ 8．5�
12 シャンパンサーベル 牝3黒鹿52 横山 典弘田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 440－ 6 〃 クビ 28．2�
815 リンガスヴィグラス 牝3鹿 52 武 豊伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 460＋ 21：25．7� 2．2�
510 パッシオーネラヴィ 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B470＋ 81：26．02 13．8	
36 マコトカンパネッロ 牝3栗 52 丹内 祐次
ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 430＋ 81：26．1クビ 35．4�
611 グラスティファニー 牝4栗 55 石橋 脩半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 4 〃 クビ 40．1�
816 ブロンディジェニー 牝3栗 52 勝浦 正樹浅田 次郎氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 428＋ 41：26．2クビ 28．7
35 � アネラノヘア 牝4鹿 55 丸田 恭介山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 484＋ 11：26．41� 37．1�
48 � ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B486± 0 〃 クビ 101．2�
714 クイーンマグノリア 牝3栗 52 宮崎 北斗 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 434± 01：26．5� 26．3�
23 オージーアイドル 牝3鹿 52 伊藤 工真窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 462＋241：26．6クビ 25．6�
24 コロナプリンセス 牝4栗 55 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 信岡牧場 458－121：29．0大差 408．0�
713 ナムラビジン 牝5鹿 55 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 B498＋ 41：29．32 26．2�
612 レッドキャンティー 牝4栗 55 柴田 大知�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 436－ 21：29．62 297．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，649，600円 複勝： 53，684，500円 枠連： 26，737，400円
馬連： 98，955，900円 馬単： 52，624，100円 ワイド： 52，559，600円
3連複： 123，471，200円 3連単： 180，682，900円 計： 624，365，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 230円 � 220円 枠 連（1－5） 1，010円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 780円 �� 650円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 24，400円

票 数

単勝票数 計 356496 的中 � 46720（3番人気）
複勝票数 計 536845 的中 � 78312（2番人気）� 59415（4番人気）� 61612（3番人気）
枠連票数 計 267374 的中 （1－5） 20381（4番人気）
馬連票数 計 989559 的中 �� 39085（5番人気）
馬単票数 計 526241 的中 �� 8858（14番人気）
ワイド票数 計 525596 的中 �� 17327（6番人気）�� 21264（5番人気）�� 12829（8番人気）
3連複票数 計1234712 的中 ��� 19913（9番人気）
3連単票数 計1806829 的中 ��� 5367（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．0―46．4―58．9―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F39．2
3 13，9，10（2，15，16）3（7，5，8，12）6（11，14）－1，4 4 13－9－10，15（2，16）（7，3，5，8）（6，11）14（1，12）－4

勝馬の
紹 介

スールキートス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．3 新潟18着

2012．3．25生 牝3黒鹿 母 プライムウィッシュ 母母 プライムオブユース 8戦2勝 賞金 18，350，000円
※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） 1頭 エドノプリンセス号
（非抽選馬） 2頭 ノンブルドール号・ハッピーサークル号

15044 6月14日 曇 良 （27東京3）第4日 第8競走 ��
��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

22 レ ア リ ス タ 牡3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－101：49．4 2．1�
57 スパーブデイ 牡4鹿 57 内田 博幸藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 522－ 2 〃 クビ 8．3�
712 ディアコンチェルト 牡3黒鹿54 吉田 隼人ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 450＋ 21：49．61� 20．6�
46 パリーアーク 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480－ 61：49．81� 21．3�
45 サーストンコラルド 牡4鹿 57 武 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 462－ 21：49．9	 2．6�
33 ネルトスグアサ 牡5黒鹿57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 456± 01：50．11� 173．8	
58 マコトダッソー 牡3栗 54

51 ▲石川裕紀人
ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 478± 0 〃 クビ 168．3�
11 カボスチャン 牝3黒鹿52 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 416－ 41：50．2
 125．9�
813 バトルジェジェジェ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 452－ 2 〃 クビ 25．9
711 レッドソレイユ 牡4鹿 57 北村 宏司 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 462－12 〃 アタマ 8．5�
34 ダイワグローリー 牝3栗 52 吉田 豊大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 486＋ 41：50．4
 140．8�
814 ターフデライト 牝6青 55 横山 典弘�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 504＋ 81：50．72 65．8�
69 ニシノカザブエ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 416＋101：50．8
 327．0�
610� カ プ チ ー ノ 牡4鹿 57 石橋 脩小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 478＋ 41：51．01� 306．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，265，800円 複勝： 59，244，200円 枠連： 26，053，400円
馬連： 112，300，300円 馬単： 68，049，100円 ワイド： 50，704，900円
3連複： 127，979，300円 3連単： 255，119，300円 計： 746，716，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 240円 � 380円 枠 連（2－5） 1，000円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 450円 �� 850円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 10，830円

票 数

単勝票数 計 472658 的中 � 172942（1番人気）
複勝票数 計 592442 的中 � 145481（2番人気）� 58327（4番人気）� 31453（5番人気）
枠連票数 計 260534 的中 （2－5） 20161（5番人気）
馬連票数 計1123003 的中 �� 82439（3番人気）
馬単票数 計 680491 的中 �� 34552（4番人気）
ワイド票数 計 507049 的中 �� 30765（4番人気）�� 15074（11番人気）�� 10361（13番人気）
3連複票数 計1279793 的中 ��� 24079（11番人気）
3連単票数 計2551193 的中 ��� 17066（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―37．2―49．9―1：03．0―1：15．5―1：27．0―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F33．9

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

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

勝馬の
紹 介

レ ア リ ス タ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Meadowlake デビュー 2015．5．17 東京1着

2012．4．23生 牡3栗 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality 2戦2勝 賞金 12，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



15045 6月14日 曇 良 （27東京3）第4日 第9競走 ��
��1，400�

こ が ね い

小 金 井 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

12 プ ロ ト コ ル 牡4栗 57 内田 博幸石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B526＋ 21：23．4 6．1�
510 サ ン レ ー ン 牝5鹿 55 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－141：24．03� 16．7�
48 プリサイスエース 牡4栗 57 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 504－ 21：24．1� 3．9�
35 	 ヒラボクダッシュ 牡6栗 57 柴田 大知�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 460－ 8 〃 ハナ 30．0�
23 ベリートゥベリー 牡5鹿 57 田中 勝春北所 直人氏 高木 登 様似 髙村 伸一 472＋ 41：24．2
 16．0�
713 カリスマサンスカイ 牡7鹿 57 丹内 祐次畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B532± 01：24．51
 26．2	
816 バ コ パ 牡6栗 57 福永 祐一畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 482－ 21：24．6� 7．1

11 ツヨシノブルーム �6芦 57 西村 太一横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 506± 01：25．02� 87．5�
611 トーセンマイティ 牡4鹿 57 C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496－121：25．1� 3．3
24 ガッサンプレイ 牡5栗 57 杉原 誠人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 478± 01：25．31 18．4�
612 ヴィンテージイヤー 牡6鹿 57 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B520＋101：25．51� 65．8�
36 ショウリノウタゲ 牝5鹿 55 L．オールプレス 平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 524－ 2 〃 ハナ 32．8�

（新）

714 ダークシーカー 牡6栗 57 松岡 正海松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 538＋ 21：25．92� 194．0�
59 シ ュ ウ ギ ン 牝5鹿 55 宮崎 北斗山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 442± 01：26．11� 77．7�
815 ハルズハッピー 牡5芦 57 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 516－ 41：26．41
 85．7�
47 ラピダメンテ �4栗 57 北村 宏司 �社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：27．14 16．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，841，400円 複勝： 69，359，300円 枠連： 33，069，700円
馬連： 143，234，300円 馬単： 65，082，100円 ワイド： 65，292，200円
3連複： 177，613，100円 3連単： 257，262，400円 計： 853，754，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 390円 � 170円 枠 連（1－5） 6，890円

馬 連 �� 7，110円 馬 単 �� 12，640円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 620円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 11，190円 3 連 単 ��� 79，570円

票 数

単勝票数 計 428414 的中 � 55321（3番人気）
複勝票数 計 693593 的中 � 81959（3番人気）� 38154（7番人気）� 127461（2番人気）
枠連票数 計 330697 的中 （1－5） 3719（24番人気）
馬連票数 計1432343 的中 �� 15592（26番人気）
馬単票数 計 650821 的中 �� 3860（43番人気）
ワイド票数 計 652922 的中 �� 7463（27番人気）�� 28503（4番人気）�� 10177（18番人気）
3連複票数 計1776131 的中 ��� 11899（36番人気）
3連単票数 計2572624 的中 ��� 2344（242番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．0―11．7―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．2―47．2―58．9―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ ロ ト コ ル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Nureyev デビュー 2014．2．2 東京11着

2011．4．19生 牡4栗 母 ヴィーナスコロニー 母母 Magna of Illusions 13戦4勝 賞金 49，941，000円
※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） 2頭 クリノカグヤマ号・ヤマチョウフェア号
（非抽選馬） 1頭 オメガスパーキング号
※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14日 曇 良 （27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，26．6．14以降27．6．7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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

818 オ ツ ウ 牝5鹿 54 三浦 皇成大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490－ 21：32．9 22．0�
714 セイクレットレーヴ 牡6鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 474＋ 4 〃 クビ 33．2�
612 バロンドゥフォール 牡5鹿 55 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 7．6�
48 ゴールドベル 牡6黒鹿53 四位 洋文松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 486＋ 81：33．0� 65．5�
816 トーキングドラム 牡5鹿 55 福永 祐一下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 472－ 21：33．1クビ 6．8�
817 マ カ ハ 牡6鹿 56 内田 博幸広尾レース	 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B476＋ 4 〃 アタマ 16．5

12 ダイシンサンダー 牡4鹿 57 戸崎 圭太大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 482－ 2 〃 クビ 4．8�
59 タイセイドリーム 牡5鹿 56 田中 勝春田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 540± 0 〃 ハナ 9．3�
36 サトノネプチューン 牡5鹿 55 L．オールプレス 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494－ 81：33．2� 24．1

（新）

47 フロアクラフト 牝5黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 506－ 41：33．3クビ 14．7�
611 エンドレスノット 牝6鹿 52 武 豊金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488± 01：33．4� 41．4�
11 	 キョウエイバサラ 牡7芦 53 吉田 豊田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 520＋ 41：33．5� 119．4�
510 テ ン ペ ル 牡7黒鹿53 横山 典弘山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：33．6� 105．5�
24 ダンスアミーガ 牝4栗 55．5 C．ルメール �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 470＋ 41：33．7� 4．4�
715 ハングリージャック 牡8黒鹿54 石川裕紀人吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 502－ 21：33．8� 274．9�
35 
 アドマイヤイナズマ 牡5青鹿54 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 502＋ 2 〃 ハナ 86．0�
23 マーブルカテドラル 牝4鹿 55 北村 宏司 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 ハナ 8．6�
713 カ ー バ 牡6青鹿54 柴田 大知�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 512＋ 41：33．9� 147．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 61，251，600円 複勝： 90，153，400円 枠連： 58，942，700円
馬連： 220，852，500円 馬単： 87，577，900円 ワイド： 88，945，100円
3連複： 260，698，000円 3連単： 370，511，000円 計： 1，238，932，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 610円 � 730円 � 290円 枠 連（7－8） 3，280円

馬 連 �� 38，350円 馬 単 �� 77，820円

ワ イ ド �� 7，720円 �� 2，950円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 110，840円 3 連 単 ��� 919，930円

票 数

単勝票数 計 612516 的中 � 22220（9番人気）
複勝票数 計 901534 的中 � 36882（9番人気）� 30125（10番人気）� 92282（5番人気）
枠連票数 計 589427 的中 （7－8） 13895（15番人気）
馬連票数 計2208525 的中 �� 4462（73番人気）
馬単票数 計 875779 的中 �� 844（149番人気）
ワイド票数 計 889451 的中 �� 2946（67番人気）�� 7821（34番人気）�� 6491（42番人気）
3連複票数 計2606980 的中 ��� 1764（246番人気）
3連単票数 計3705110 的中 ��� 292（1727番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．6―11．8―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．4―46．0―57．8―1：09．4―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．1
3 8，11（1，5，18）9（2，7，13）（4，16）（6，17）3，15（12，14）－10 4 ・（8，11）18（1，9）（5，7）（2，4，16，13）（3，6，17）（12，15，10）14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オ ツ ウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2012．11．3 京都1着

2010．3．11生 牝5鹿 母 デライトポイント 母母 マッチポイント 25戦5勝 賞金 95，897，000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 ユキノアイオロス号
※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。

１レース目 ３レース目



15047 6月14日 曇 良 （27東京3）第4日 第11競走 ��
��1，800�第32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 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

56 エイシンヒカリ 牡4芦 56 武 豊�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 494－ 21：45．4 3．0�
22 サトノアラジン 牡4鹿 56 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 522－ 2 〃 クビ 2．1�
812 ディサイファ 牡6鹿 57 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 496＋ 81：45．5クビ 7．1�
711 フ ル ー キ ー 牡5青鹿56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：45．6	 5．7�
44 ヒラボクディープ 牡5黒鹿56 柴山 雄一�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 B506＋ 61：45．91	 32．1�
57 ペ ル ー サ 牡8栗 56 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B522± 01：46．0
 52．5	
69 フェスティヴタロー 牡6栗 56 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 508－ 2 〃 クビ 77．2

45 ユールシンギング 牡5鹿 56 吉田 隼人 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 532－ 41：46．1	 28．3�
68 ア ー デ ン ト 牡6芦 56 石橋 脩 �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 478－ 21：46．3	 59．6
813 フルアクセル 牡7栗 56 丸山 元気山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 クビ 186．6�
710 マイネルホウオウ 牡5栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 506－ 61：46．61	 64．7�
11 ノ ー ス テ ア �7栗 56 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B542－ 41：46．7	 163．7�
33 ゲシュタルト 牡8鹿 56 木幡 初広畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 516± 01：46．91
 234．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 237，007，600円 複勝： 228，239，000円 枠連： 132，029，100円 馬連： 708，424，300円 馬単： 402，447，800円
ワイド： 262，113，300円 3連複： 973，175，900円 3連単： 2，280，617，900円 5重勝： 653，874，500円 計： 5，877，929，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（2－5） 370円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 190円 �� 380円 �� 290円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，750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����� 228，856，070円

票 数

単勝票数 計2370076 的中 � 619500（2番人気）
複勝票数 計2282390 的中 � 400267（2番人気）� 689978（1番人気）� 311715（4番人気）
枠連票数 計1320291 的中 （2－5） 276286（1番人気）
馬連票数 計7084243 的中 �� 1431995（1番人気）
馬単票数 計4024478 的中 �� 396359（2番人気）
ワイド票数 計2621133 的中 �� 396003（1番人気）�� 155121（5番人気）�� 221475（3番人気）
3連複票数 計9731759 的中 ��� 920443（2番人気）
3連単票数 計22806179 的中 ��� 600770（4番人気）
5重勝票数 計6538745 的中 ����� 2

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―35．6―47．5―59．2―1：10．8―1：22．0―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

エイシンヒカリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．4．26 京都1着

2011．5．3生 牡4芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 8戦7勝 賞金 131，405，000円

15048 6月14日 曇 良 （27東京3）第4日 第12競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳以上

発走16時25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
1：16．4
1：16．4

重
重

816 パイメイメイ 牝4鹿 55 横山 典弘西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B482＋ 41：18．1 7．1�
510 メイショウカノン 牡4青鹿57 武 豊松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：18．42 7．4�
714 スウィープアウェイ 牡4芦 57 C．ルメール 藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 454－ 41：18．5� 4．0�
713	
 サムライノモン 牡4鹿 57 江田 照男飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Hargus Sexton

& Sandra Sexton B548＋ 61：18．6クビ 31．7�
815 カ ネ ー タ 牡3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 506＋ 8 〃 クビ 4．2�
36 サクラルコール 牡4栃栗57 戸崎 圭太	さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 484± 01：18．81� 3．4

23 ヴェイルドスケール 牡3鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B516－ 41：19．01� 22．7�
12 ディアドナテロ 牡3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 池上 昌弘 新冠 武田牧場 466＋ 61：19．74 56．6
47 ソワンドタイガー 牡3栗 54 松岡 正海西村 静子氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 474－ 21：20．02 119．4�
612
 スズカプリオール 牡4鹿 57 的場 勇人永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 492－ 21：20．31� 190．3�
11 ドンビザッツウェイ 牡8鹿 57 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 484－161：20．51� 170．3�
59 ニシノイナズマ 牡4芦 57 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 482－ 41：20．6� 31．7�
24 	
 ツインプラネット 5鹿 57 吉田 隼人窪田 康志氏 中川 公成 米

Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

510－101：20．91� 20．6�
35 	
 バルバドスブルー 5鹿 57 嘉藤 貴行 	ブルーマネジメント松山 将樹 米 Dell Ridge

Farm, LLC 508＋ 71：21．43 223．4�
48 
 フ ァ ミ ー ユ 牡5黒鹿57 伊藤 工真吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 61：21．72 249．8�
611 ブ リ ッ ツ 牡4栗 57 田辺 裕信青山 洋一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 482± 01：23．9大差 130．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，091，000円 複勝： 122，178，800円 枠連： 72，009，000円
馬連： 269，399，600円 馬単： 124，520，700円 ワイド： 116，271，900円
3連複： 329，054，100円 3連単： 599，862，900円 計： 1，723，388，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 200円 � 200円 � 150円 枠 連（5－8） 910円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 920円 �� 530円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 23，730円

票 数

単勝票数 計 900910 的中 � 100770（4番人気）
複勝票数 計1221788 的中 � 147101（5番人気）� 152296（4番人気）� 234433（2番人気）
枠連票数 計 720090 的中 （5－8） 60906（5番人気）
馬連票数 計2693996 的中 �� 72462（10番人気）
馬単票数 計1245207 的中 �� 17588（19番人気）
ワイド票数 計1162719 的中 �� 30969（10番人気）�� 57015（6番人気）�� 55049（7番人気）
3連複票数 計3290541 的中 ��� 75939（9番人気）
3連単票数 計5998629 的中 ��� 18326（69番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．1―29．1―41．0―52．9―1：05．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 13（8，15）9，10（4，12）（7，14，11）（3，6）（5，16）－（1，2） 4 13（8，15）10（9，14）（4，7）（6，12）3（11，16）1（5，2）

勝馬の
紹 介

パイメイメイ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．1．5 中山6着

2011．4．9生 牝4鹿 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 19戦3勝 賞金 32，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリッツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月14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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カシノスティーヴ号・スズノライジン号・トミケンキルカス号

５レース目



（27東京3）第4日 6月14日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188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

243，770，000円
9，160，000円
1，810，000円
22，110，000円
73，220，000円
5，109，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
723，428，500円
911，097，700円
478，569，800円
2，012，571，500円
1，059，787，500円
883，951，300円
2，577，128，600円
4，812，316，800円
653，874，500円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 14，112，726，200円

総入場人員 35，047名 （有料入場人員 32，513名）
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