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15061 6月21日 曇 稍重 （27東京3）第6日 第1競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 トミケンチャダル 牝3鹿 54 田辺 裕信冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B466＋ 61：25．8 2．6�
612 ヒットザフロアー 牝3栗 54 C．ルメール �ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 クビ 6．5�
47 エスティルンバ 牝3栗 54 菅原 隆一 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 424＋ 41：26．43� 12．2�
12 ミュークロール 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行ドラゴンヒルズホースクラブ 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 502＋ 21：26．61� 29．1�
510 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 西田雄一郎井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B460± 0 〃 アタマ 6．0	
714 トーセンワルツ 牝3栗 54 江田 照男島川 
哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 498＋ 2 〃 アタマ 70．4�
36 アンダリューサイト 牝3黒鹿54 大野 拓弥スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 448± 0 〃 ハナ 57．3�
815 キタノマドンナ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�木村牧場 高橋 裕 日高 新井 弘幸 468＋ 21：26．81� 3．0
35 リワードセロン 牝3鹿 54 L．オールプレス 宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 418± 01：27．43� 82．8�
（新）

713 リ ナ シ ー タ 牝3鹿 54 岩部 純二�髙昭牧場 伊藤 伸一 浦河 野村 正 426＋ 21：28．57 418．1�
11 ゴールドマジック 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 448＋ 61：28．6� 41．1�
24 キンショーナデシコ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 競優牧場 458＋ 61：29．34 213．5�
816 スノードニア 牝3栗 54 柴田 大知 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ―1：30．04 95．5�
48 セイユウヴィーナス 牝3青鹿 54

51 ▲石川裕紀人松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 426＋ 61：30．1クビ 74．1�
23 ダイワビリーブ 牝3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 B448－ 41：31．05 64．6�

（15頭）
59 フラッグシップ 牝3鹿 54 武士沢友治岡田 牧雄氏 柴田 政人 浦河 まるとみ冨岡牧場 496－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，703，300円 複勝： 34，947，800円 枠連： 15，257，000円
馬連： 50，961，500円 馬単： 30，921，000円 ワイド： 29，523，800円
3連複： 70，510，200円 3連単： 103，347，600円 計： 355，172，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 170円 � 230円 枠 連（6－6） 900円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 430円 �� 430円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 7，320円

票 数

単勝票数 差引計 197033（返還計 1062） 的中 � 59097（1番人気）
複勝票数 差引計 349478（返還計 2149） 的中 � 135231（1番人気）� 39964（3番人気）� 25913（5番人気）
枠連票数 差引計 152570（返還計 255） 的中 （6－6） 13133（4番人気）
馬連票数 差引計 509615（返還計 7527） 的中 �� 43993（3番人気）
馬単票数 差引計 309210（返還計 4179） 的中 �� 18727（3番人気）
ワイド票数 差引計 295238（返還計 6110） 的中 �� 18292（3番人気）�� 18047（4番人気）�� 6331（10番人気）
3連複票数 差引計 705102（返還計 19607） 的中 ��� 23773（6番人気）
3連単票数 差引計1033476（返還計 28212） 的中 ��� 10226（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．8―48．3―1：01．0―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．5
3 1（4，11）（5，7）12（2，15）－8－14－（6，10，13）－16－3 4 1（4，11）（5，7）12，2，15－（8，14）（6，10）－13，16＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンチャダル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Forty Niner デビュー 2014．12．6 中山6着

2012．4．8生 牝3鹿 母 ニシノシンデレラ 母母 Le l’Argent 6戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走除外〕 フラッグシップ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 ミュークロール号の騎手嘉藤貴行は，後検量に遅れたことについて戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フラッグシップ号は，平成27年6月22日から平成27年7月21日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワビリーブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月21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。

15062 6月21日 曇 稍重 （27東京3）第6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

48 カゼニモマケズ 牝3栗 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 428－ 61：19．4 50．3�
12 モ ポ ー ク 牡3鹿 56 田辺 裕信 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 498＋ 6 〃 クビ 2．7�
714� ミ タ イ ナ 牝3黒鹿52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 豪 Mr R Gorton 522＋ 61：19．82� 17．6�
611 サトノコスミック 牡3黒鹿56 石橋 脩里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム B454－ 61：19．9クビ 41．5�
24 シゲルナマハゲ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 440＋ 2 〃 アタマ 26．2�
816 ポワソンダブリル 牡3栗 56 内田 博幸�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 B446＋ 41：20．0� 7．9	
713 ル パ ン 牡3栗 56 原田 和真宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 442－ 21：20．21 19．4

815 アフェクトダンサー 牝3鹿 54 宮崎 北斗中江 隆一氏 高市 圭二 新冠 片倉 拓司 476± 01：20．3� 39．4�
35 ランドザスターズ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460＋ 8 〃 クビ 65．6

11 スプリングアース 牡3鹿 56 福永 祐一加藤 春夫氏 堀 宣行 浦河 辻 牧場 448± 01：20．4クビ 2．0�
510 ワールドハーモニー 牡3鹿 56 浜中 俊日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル B468＋ 2 〃 クビ 32．1�
59 ショウナンダイナモ 牡3栗 56 北村 宏司国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 白瀬 盛雄 466－ 81：20．72 97．8�
47 ビカムスター 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか タイヘイ牧場 B498－ 41：20．8	 259．4�
612 センノレイダース 牡3鹿 56 的場 勇人浅野 正敏氏 柴田 政人 茨城 栗山 道郎 458＋ 61：21．75 264．3�
36 ドクターミルズ 牡3鹿 56 松岡 正海鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 21：22．65 318．6�
23 ブルーミングランド 牝3栗 54 L．オールプレス 山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 482－ 21：24．210 205．6�

（新）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，416，100円 複勝： 38，115，500円 枠連： 21，484，600円
馬連： 56，574，800円 馬単： 36，537，400円 ワイド： 30，033，000円
3連複： 75，805，400円 3連単： 120，386，900円 計： 403，353，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，030円 複 勝 � 880円 � 180円 � 630円 枠 連（1－4） 2，250円

馬 連 �� 6，710円 馬 単 �� 17，840円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 6，820円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 34，770円 3 連 単 ��� 317，380円

票 数

単勝票数 計 244161 的中 � 3879（10番人気）
複勝票数 計 381155 的中 � 9428（9番人気）� 72284（2番人気）� 13743（6番人気）
枠連票数 計 214846 的中 （1－4） 7376（7番人気）
馬連票数 計 565748 的中 �� 6527（21番人気）
馬単票数 計 365374 的中 �� 1536（44番人気）
ワイド票数 計 300330 的中 �� 4992（14番人気）�� 1102（48番人気）�� 6584（9番人気）
3連複票数 計 758054 的中 ��� 1635（81番人気）
3連単票数 計1203869 的中 ��� 275（548番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．2―29．2―41．0―53．2―1：06．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カゼニモマケズ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2014．7．19 福島6着

2012．3．26生 牝3栗 母 ミ コ コ ロ 母母 フレンドパーク 12戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーミングランド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月21日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フランクジョイ号
※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６日



15063 6月21日 曇 稍重 （27東京3）第6日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

48 ミッキージョイ 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 502＋101：39．3 4．3�
36 デルマサンダユウ 牡3栗 56 津村 明秀浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 464＋ 41：39．51� 8．7�
35 ケンベストカフェ 牡3黒鹿56 蛯名 正義中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476＋ 41：39．82 1．8�
816 ウェブスリンガー 牡3黒鹿56 浜中 俊山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468± 01：40．01� 8．9�
612 アップセッター 牡3栃栗56 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 444＋ 21：40．74 21．5�
47 ブロッサムヒル 牡3鹿 56 大野 拓弥小國 和紀氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B492＋ 4 〃 ハナ 191．3�
24 ウェイトゥゴー 牡3鹿 56 松岡 正海岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 2 〃 クビ 181．4	
611 ドリームダン 牡3栗 56 内田 博幸セゾンレースホース
 田島 俊明 新冠 村上牧場 466－ 61：40．91� 26．1�
510 アスターレジェンド �3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎菅原 広隆氏 根本 康広 新ひだか 前川 正美 470－ 21：41．11 382．7�
815 ディープフォレスト 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 454＋ 21：41．63 10．1
59 シャドウキングマン 牡3鹿 56 吉田 隼人飯塚 知一氏 松山 将樹 浦河 酒井牧場 516＋ 81：41．7� 42．6�
23 オールディーズ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 444－ 8 〃 クビ 282．0�

12 キョウワデューク 牡3栗 56 的場 勇人�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 490＋ 21：42．01� 245．7�
713 アンジェロビアンコ 牡3芦 56

53 ▲石川裕紀人吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 420＋ 41：42．1クビ 149．4�
714 スニップレイ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 尾形 充弘 日高 荒井ファーム 496± 01：42．31� 465．4�
11 コ イ オ ス 牡3青鹿56 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 中田 英樹 506－141：42．72� 118．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，939，100円 複勝： 74，380，500円 枠連： 19，805，800円
馬連： 64，082，900円 馬単： 43，083，400円 ワイド： 31，527，400円
3連複： 79，363，700円 3連単： 135，675，100円 計： 474，857，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 150円 � 110円 枠 連（3－4） 310円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 520円 �� 190円 �� 230円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 7，270円

票 数

単勝票数 計 269391 的中 � 49914（2番人気）
複勝票数 計 743805 的中 � 58563（2番人気）� 45499（3番人気）� 509353（1番人気）
枠連票数 計 198058 的中 （3－4） 48784（1番人気）
馬連票数 計 640829 的中 �� 23445（8番人気）
馬単票数 計 430834 的中 �� 9405（11番人気）
ワイド票数 計 315274 的中 �� 12552（6番人気）�� 47861（1番人気）�� 35728（2番人気）
3連複票数 計 793637 的中 ��� 76742（1番人気）
3連単票数 計1356751 的中 ��� 13519（21番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．5―13．2―13．3―12．8―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―36．0―49．2―1：02．5―1：15．3―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F36．8
3 16，5（4，13）（6，14）（1，7）（3，12）（2，15，8）10（11，9） 4 ・（16，5）（4，13）6（7，14，12）1（3，15，8）（2，10，11）－9

勝馬の
紹 介

ミッキージョイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cape Cross デビュー 2015．1．31 東京2着

2012．3．26生 牡3鹿 母 ル ド ラ 母母 Remote Romance 3戦1勝 賞金 7，500，000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 ヴェスペルティリオ号・フェスティヴオウカ号・プラセンタ号

15064 6月21日 小雨 良 （27東京3）第6日 第4競走 ��
��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

611 クィーンパレット 牝3鹿 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 438＋ 21：22．5 2．8�
36 ゴールドサーベラス 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 438－ 6 〃 クビ 6．8�
48 ティムシェル 牡3鹿 56 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486－ 21：22．81� 5．2�
713 サクラベルカント 牡3鹿 56 吉田 豊�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 518－ 41：23．01� 8．4�
714 サウザンリーブス 牝3鹿 54 吉田 隼人 �ビクトリーホースランチ 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442＋ 21：23．1	 5．8	
59 スリーコンサート 牝3鹿 54 川田 将雅永井商事� 田中 剛 安平 ノーザンファーム 446－181：23．31 20．4

815
 オーバーウェルム 牡3黒鹿56 横山 典弘�Basic 田島 俊明 加 Ballycroy

Training Centre 442－ 41：23．72	 8．8�
510 フラッシュカフェ 牡3黒鹿56 内田 博幸西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 468＋ 21：23．8	 50．3�
24 エクセルワンダー 牡3栗 56 嘉藤 貴行谷川 正純氏 小野 次郎 新ひだか 稲葉牧場 448＋14 〃 アタマ 159．6
47 マイティディーバ 牝3黒鹿54 江田 照男古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 414＋101：23．9� 26．2�
816
 ユメヲカナエテ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 愛 Tom & Paul

Monaghan 494＋ 21：24．11� 102．6�
612 リトルキャット 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 410 ― 〃 クビ 199．8�
35 ディープチル 牝3栗 54 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ―1：24．31	 75．7�
23 ベ リ サ マ 牝3黒鹿54 平野 優佐久間拓士氏 伊藤 大士 新冠 平山牧場 436－ 8 〃 アタマ 150．8�
12 サニーロマンス 牝3栗 54 武士沢友治堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 426－ 81：24．4クビ 110．9�
（15頭）

11 クロノスバローズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 矢野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，307，800円 複勝： 38，370，000円 枠連： 17，819，500円
馬連： 61，850，100円 馬単： 34，438，700円 ワイド： 30，634，800円
3連複： 74，962，200円 3連単： 112，862，700円 計： 396，245，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 180円 � 150円 枠 連（3－6） 880円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 370円 �� 370円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 差引計 253078（返還計 332） 的中 � 71658（1番人気）
複勝票数 差引計 383700（返還計 292） 的中 � 81372（1番人気）� 46029（4番人気）� 69603（2番人気）
枠連票数 差引計 178195（返還計 4 ） 的中 （3－6） 15528（4番人気）
馬連票数 差引計 618501（返還計 1332） 的中 �� 46287（3番人気）
馬単票数 差引計 344387（返還計 614） 的中 �� 13774（4番人気）
ワイド票数 差引計 306348（返還計 707） 的中 �� 21622（2番人気）�� 21590（3番人気）�� 13785（7番人気）
3連複票数 差引計 749622（返還計 3427） 的中 ��� 42423（2番人気）
3連単票数 差引計1128627（返還計 5114） 的中 ��� 11809（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．7―11．9―11．6―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―35．8―47．7―59．3―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クィーンパレット �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．9．20 新潟4着

2012．5．4生 牝3鹿 母 カラフルパレット 母母 アドマイヤバルド 8戦1勝 賞金 10，000，000円
〔出走取消〕 クロノスバローズ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ユンゼイ号
（非抽選馬） 5頭 シグラップジュエル号・チャンドラプラバー号・ニホンピロラブリー号・バレリーフォンテン号・フォアニーム号



15065 6月21日 小雨 良 （27東京3）第6日 第5競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

816 トモジャクール 牝2黒鹿54 田中 勝春吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 430 ―1：24．5 40．5�
510 ラハトケレブ 牡2鹿 54 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 476 ―1：24．6� 2．1�
24 タネホカホカ 牡2栗 54 江田 照男�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 430 ― 〃 ハナ 28．9�
612 ギ ン ゴ ー 牡2鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 454 ―1：24．7� 25．8�
47 マイネルツィール 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 田湯牧場 456 ―1：25．02 7．3	
59 ガーネットバローズ 牝2鹿 54 内田 博幸猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 村本牧場 444 ―1：25．1クビ 9．6

35 ゴシックロマン 牡2栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 406 ― 〃 クビ 185．8�
36 ブランデーグラス 牡2栗 54 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：25．2クビ 12．3
611 ソニックタイガー 牡2黒鹿54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 438 ―1：25．52 47．2�
23 カズノメガミ 牝2鹿 54 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 460 ―1：25．71
 7．2�
48 ピンポイントガール 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 392 ―1：25．8� 81．8�
714 サムライダマシー 牡2鹿 54 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 452 ― 〃 ハナ 116．3�
713 クラウンスカイ 牡2青鹿54 横山 典弘�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 438 ―1：26．22� 10．7�
11 エリープラチナ 牝2芦 54 石橋 脩谷川 正純氏 石毛 善彦 新ひだか 坂本 智広 390 ―1：26．73 132．2�
12 フェアリーレディ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行菅原 光博氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 426 ―1：27．02 160．0�
815 ジュンハングリー 牝2青鹿54 L．オールプレス 河合 純二氏 勢司 和浩 新ひだか 石川 新一 400 ―1：30．2大差 80．8�

（新）

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，185，600円 複勝： 34，387，400円 枠連： 19，234，900円
馬連： 60，790，900円 馬単： 35，034，000円 ワイド： 29，306，400円
3連複： 73，251，600円 3連単： 108，118，900円 計： 397，309，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，050円 複 勝 � 630円 � 130円 � 570円 枠 連（5－8） 2，140円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 12，560円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 7，890円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 32，540円 3 連 単 ��� 286，080円

票 数

単勝票数 計 371856 的中 � 7784（9番人気）
複勝票数 計 343874 的中 � 10554（9番人気）� 101576（1番人気）� 11791（8番人気）
枠連票数 計 192349 的中 （5－8） 6964（9番人気）
馬連票数 計 607909 的中 �� 11348（17番人気）
馬単票数 計 350340 的中 �� 2091（38番人気）
ワイド票数 計 293064 的中 �� 5248（17番人気）�� 927（55番人気）�� 6245（14番人気）
3連複票数 計 732516 的中 ��� 1688（86番人気）
3連単票数 計1081189 的中 ��� 274（618番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．7―37．1―49．5―1：01．0―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．0
3 4，6（3，12）16，9，8，11（2，7，14）－10－（5，1）＝13－15 4 ・（4，6）（3，12）16（8，9）（11，14）2（7，10）－（5，1）－13＝15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トモジャクール �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2013．4．1生 牝2黒鹿 母 セキサンキセキ 母母 セキサンシラオキ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンハングリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月21日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エテ号・ダノンキャップ号・テンプルツリー号・ユイノロマン号
※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。

15066 6月21日 小雨 稍重 （27東京3）第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．1

重
重

12 マイネルバサラ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 436 ―1：26．6 58．4�

36 ノーフォロワー 牡2鹿 54 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 462 ―1：26．7� 12．2�

11 クリムゾンバローズ 牡2栗 54 田辺 裕信猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 484 ―1：26．91 2．4�
714 ジュンザワールド 牡2鹿 54 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 490 ― 〃 ハナ 7．7�
816 ナンヨーファミユ 牡2鹿 54 福永 祐一中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 446 ―1：27．22 8．9�
59 サンジーニアス 牡2黒鹿54 田中 勝春加藤 貴子氏 新開 幸一 浦河 丸幸小林牧場 490 ―1：27．73 36．0	
48 グレートヒット 牡2栗 54 内田 博幸黒川 哲美氏 武井 亮 新冠 ハクツ牧場 442 ―1：29．19 4．8

24 ハ ウ ト ア 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 480 ―1：29．2� 31．1�
611 トーアディラン 牡2栗 54 L．オールプレス 高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 472 ―1：29．3� 53．6

（新）

510 エフディサンゼン 牝2栗 54 武士沢友治鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 460 ― 〃 クビ 80．1�
35 リワードデュラン 牡2鹿 54 浜中 俊宮崎忠比古氏 勢司 和浩 浦河 有限会社

リワード 458 ―1：29．72� 31．2�
815 トウショウシェル 牡2芦 54 石橋 脩トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472 ―1：30．01� 12．7�
612 エールクリーガー 牡2栗 54 原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 464 ―1：30．85 98．3�
23 カシノスナイパー 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 片岡 博 462 ―1：31．12 119．2�
47 ワールドボーイ 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也平本 敏夫氏 加藤 和宏 様似 林 時春 418 ―1：31．2クビ 173．2�
713 パーティザンマイ 牡2鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 松山 将樹 日高 前川 義則 446 ―1：31．3� 171．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，742，300円 複勝： 39，375，000円 枠連： 22，423，600円
馬連： 68，057，600円 馬単： 39，931，700円 ワイド： 33，270，400円
3連複： 82，554，300円 3連単： 120，659，700円 計： 446，014，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，840円 複 勝 � 830円 � 270円 � 140円 枠 連（1－3） 1，160円

馬 連 �� 29，900円 馬 単 �� 77，990円

ワ イ ド �� 6，080円 �� 1，790円 �� 700円

3 連 複 ��� 20，000円 3 連 単 ��� 254，290円

票 数

単勝票数 計 397423 的中 � 5778（11番人気）
複勝票数 計 393750 的中 � 8717（10番人気）� 34088（5番人気）� 104903（1番人気）
枠連票数 計 224236 的中 （1－3） 14918（5番人気）
馬連票数 計 680576 的中 �� 1764（55番人気）
馬単票数 計 399317 的中 �� 384（122番人気）
ワイド票数 計 332704 的中 �� 1348（53番人気）�� 4711（19番人気）�� 12916（6番人気）
3連複票数 計 825543 的中 ��� 3095（52番人気）
3連単票数 計1206597 的中 ��� 344（579番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．6―12．0―12．4―12．9―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―35．2―47．2―59．6―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F39．4
3 1（6，9）15（4，8）－2（13，14）－7，12，16（11，10）－3，5 4 ・（1，6，9）－15－4（8，14）2，13＝12（7，16）11，10－（3，5）

勝馬の
紹 介

マイネルバサラ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サザンヘイロー 初出走

2013．3．27生 牡2鹿 母 サザンレイスター 母母 レディプロフィール 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。
〔発走状況〕 ハウトア号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 グラスウォリアー号・ビレッジエンパイア号・ビービーバーレル号・ブランシェクール号・ボーディングパス号・

マウシムトウショウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



15067 6月21日 小雨 良 （27東京3）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

58 ラインハーディー 牝4栗 55 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 500± 01：47．4 1．6�
34 アールブリュット 牝3鹿 52 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 466＋10 〃 クビ 5．0�
22 ナイアガラモンロー 牝3鹿 52 吉田 隼人塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 500＋ 61：47．82� 48．1�
610 ハッピーセーラー 牝4鹿 55 内田 博幸合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 B486＋ 41：47．9クビ 81．3�
712 カレンリスベット 牝4黒鹿55 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478＋ 21：48．11� 10．1�
813 セレナビアンカ 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 クビ 25．5	
33 メローハーモニー 牝3鹿 52 戸崎 圭太青芝商事
 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468＋101：48．2クビ 6．0�
46 シャドウスペル 牝3鹿 52 田中 勝春飯塚 知一氏 新開 幸一 浦河 成隆牧場 496＋ 61：48．3	 43．9�
11 リンガスアリュール 牝4栗 55 田辺 裕信伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 518± 0 〃 クビ 27．0
69 
 マンディスキュア 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 466＋ 41：48．4� 52．1�
57 パーティブロッサム 牝6黒鹿55 吉田 豊飯田 良枝氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 464－201：48．82� 143．2�
711 ビッグダージリン 牝5鹿 55 嘉藤 貴行関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 486＋ 41：48．9� 234．0�
814
 マコトシニョーラ 牝4鹿 55 大野 拓弥
ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 386＋ 21：49．22 305．1�
45 モ ル ー ア 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武井 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 460－ 41：49．3� 36．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，685，500円 複勝： 86，707，300円 枠連： 23，496，400円
馬連： 86，855，100円 馬単： 55，852，600円 ワイド： 40，274，800円
3連複： 97，554，300円 3連単： 184，290，800円 計： 612，716，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 750円 枠 連（3－5） 210円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，210円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 14，320円

票 数

単勝票数 計 376855 的中 � 180162（1番人気）
複勝票数 計 867073 的中 � 596243（1番人気）� 59554（2番人気）� 8064（11番人気）
枠連票数 計 234964 的中 （3－5） 83393（1番人気）
馬連票数 計 868551 的中 �� 157124（1番人気）
馬単票数 計 558526 的中 �� 69916（1番人気）
ワイド票数 計 402748 的中 �� 54427（1番人気）�� 7660（13番人気）�� 3062（26番人気）
3連複票数 計 975543 的中 ��� 14446（18番人気）
3連単票数 計1842908 的中 ��� 9324（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―34．8―47．2―59．8―1：12．2―1：23．9―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインハーディー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．10．6 東京2着

2011．5．14生 牝4栗 母 デライトポイント 母母 マッチポイント 18戦3勝 賞金 51，779，000円
〔制裁〕 セレナビアンカ号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10

番）

15068 6月21日 小雨 稍重 （27東京3）第6日 第8競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

23 ドラゴンズタイム 牡4鹿 57 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 424－ 42：11．7 7．5�
59 アカノジュウハチ 牡4芦 57 田中 勝春根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 500－ 2 〃 クビ 3．3�
611 ヘルツフロイント 牡4黒鹿57 北村 宏司 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 482－ 42：12．12� 3．0�
510 アンジュリンブレス 牡3青鹿54 吉田 隼人塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 490－ 62：12．2クビ 251．2�
713 コスモアルマク 牡3青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム B472＋ 22：12．3� 41．7	
11 サトノセレリティ 牡4鹿 57 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 クビ 5．1

48 アムールスキー 牡4鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 42：12．72� 22．8�
24 クールジャイロ 牡4栗 57 江田 照男川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B494－ 42：13．55 29．3�
815 トーセンセラヴィ 牝4黒鹿55 C．ルメール 島川 哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 8 〃 アタマ 19．1�
35 パイロキシン 牡3栗 54 武士沢友治加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 486－ 22：13．82 49．3�
47 	 ペイシャゴンジセ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 500－ 22：13．9クビ 55．3�
816 オアフライダー 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム 478－ 2 〃 ハナ 210．1�
36 トラキアンコード 
3芦 54 福永 祐一原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド B476± 02：14．21� 26．3�
12 デストリーライズ 牡3鹿 54

51 ▲木幡 初也広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 492＋ 62：15．05 52．1�
714 ビッグバンドジャズ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太下河�美智子氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 B510＋102：15．74 34．6�
612 タイセイボルト 牡5青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B486＋ 42：16．23 173．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，498，500円 複勝： 55，928，300円 枠連： 26，351，500円
馬連： 105，872，000円 馬単： 51，905，500円 ワイド： 53，492，500円
3連複： 129，521，800円 3連単： 193，159，900円 計： 658，730，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 160円 � 140円 � 120円 枠 連（2－5） 1，300円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 490円 �� 360円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 10，780円

票 数

単勝票数 計 424985 的中 � 45039（4番人気）
複勝票数 計 559283 的中 � 78651（3番人気）� 100328（2番人気）� 140258（1番人気）
枠連票数 計 263515 的中 （2－5） 15688（5番人気）
馬連票数 計1058720 的中 �� 50094（5番人気）
馬単票数 計 519055 的中 �� 10438（11番人気）
ワイド票数 計 534925 的中 �� 25002（5番人気）�� 36401（3番人気）�� 68298（1番人気）
3連複票数 計1295218 的中 ��� 95251（2番人気）
3連単票数 計1931599 的中 ��� 12985（18番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．0―31．3―44．0―56．3―1：08．7―1：21．2―1：33．7―1：46．4―1：59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3
・（6，15）（7，11）4（10，13）（8，9）（1，12，14）（2，5）16，3・（6，15）13（7，11）4，10（8，9）（3，1，14）12（5，16）－2

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンズタイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．3．16 中山3着

2011．4．23生 牡4鹿 母 ジョウノオーロラ 母母 ミヤビサクラコ 15戦3勝 賞金 32，340，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 クールジャイロ号の調教師矢野英一は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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。
（非当選馬） 3頭 セプテントリオ号・ドラゴンパイロ号・ナンヨーテンプル号
（非抽選馬） 1頭 ナスノアオバ号



15069 6月21日 小雨 稍重 （27東京3）第6日 第9競走 ��
��1，600�

お う め

青 梅 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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

44 クライスマイル 牡4黒鹿57 田辺 裕信小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 456＋ 21：36．0 4．5�
68 ノースショアビーチ 牡4鹿 57 蛯名 正義�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム B490－ 21：36．53 1．9�
813 グランフィデリオ 牡4青鹿57 C．ルメール 飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 436＋ 41：37．03 6．9�
45 ビ ッ グ ギ グ 牡4栗 57 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B532＋ 41：37．21 20．1�
711 シュガーヒル 牡6芦 57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B492± 0 〃 アタマ 61．8�
33 ハイパーチャージ �5鹿 57 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 496± 01：37．3クビ 18．9	
69 ジャッカスバーク 牡4黒鹿57 川田 将雅 
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 B536－ 61：37．4	 6．5�
22 
 ポンデザムール 牡5黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 514－ 81：37．72 231．8�
812 ブロードソード 牡5黒鹿57 福永 祐一 
キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 512＋181：37．8	 19．2
56 ヤマチョウフェア 牡7黒鹿57 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 478－ 2 〃 クビ 190．4�
710 シゲルホウオウザ 牡5鹿 57 柴田 大知森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 462－ 41：38．86 241．8�
57 
 サンタクローチェ 牝5青鹿55 浜中 俊村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490＋10 〃 クビ 34．3�
11 フ ィ ア レ ス 牝6栗 55 西田雄一郎西森 道男氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド B466＋ 41：39．22	 201．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，489，000円 複勝： 67，438，400円 枠連： 31，610，900円
馬連： 130，447，800円 馬単： 68，832，700円 ワイド： 54，926，900円
3連複： 148，088，700円 3連単： 279，941，200円 計： 832，775，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（4－6） 270円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 190円 �� 400円 �� 260円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，640円

票 数

単勝票数 計 514890 的中 � 91377（2番人気）
複勝票数 計 674384 的中 � 109252（2番人気）� 258828（1番人気）� 88536（3番人気）
枠連票数 計 316109 的中 （4－6） 88396（1番人気）
馬連票数 計1304478 的中 �� 264402（1番人気）
馬単票数 計 688327 的中 �� 56862（2番人気）
ワイド票数 計 549269 的中 �� 86802（1番人気）�� 30041（4番人気）�� 51804（2番人気）
3連複票数 計1480887 的中 ��� 148669（1番人気）
3連単票数 計2799412 的中 ��� 55640（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―35．2―47．3―59．7―1：11．9―1：23．7

コーナー
通過順位

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

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4黒鹿 母 リーフィーウッド 母母 ラスリングカプス 6戦3勝 賞金 44，000，000円

15070 6月21日 小雨 良 （27東京3）第6日 第10競走 ��
��2，400�

あ し の こ

芦 ノ 湖 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，26．6．21以降27．6．14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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

79 マッサビエル 牡3栗 53 戸崎 圭太 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 508＋ 22：28．7 1．5�
11 アドマイヤカーリン 牡7青鹿54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 490－ 62：29．12� 24．9�
22 ジ ェ ラ ル ド 	6栗 54 北村 宏司 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 〃 クビ 26．7�
810 マイネルテンクウ 牡6鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 530＋ 22：29．31
 38．3�
44 タイセイグルーヴィ 牡6鹿 54 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 472＋ 2 〃 ハナ 13．5	
811 ピュアソルジャー 牡5鹿 54 C．ルメール 鶴見 芳子氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B470± 02：29．4� 6．5

67 エイダイポイント 牡7芦 55 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 458－ 2 〃 クビ 40．3�
78 ヘルデンテノール 牡5鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 8 〃 ハナ 12．5�
66 ルミナスレッド 牝6鹿 52 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 62：29．5クビ 27．1
33 � ファルスター 牡7鹿 55 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 8 〃 クビ 11．6�
55 ナンヨーケンゴー 	5鹿 55 福永 祐一中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 472－ 22：29．82 16．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，087，800円 複勝： 84，447，800円 枠連： 27，517，400円
馬連： 131，646，100円 馬単： 81，258，700円 ワイド： 54，540，800円
3連複： 148，547，800円 3連単： 331，173，800円 計： 907，220，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 440円 � 450円 枠 連（1－7） 1，950円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 800円 �� 810円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 12，530円 3 連 単 ��� 39，380円

票 数

単勝票数 計 480878 的中 � 244010（1番人気）
複勝票数 計 844478 的中 � 493582（1番人気）� 22186（7番人気）� 21765（8番人気）
枠連票数 計 275174 的中 （1－7） 10906（7番人気）
馬連票数 計1316461 的中 �� 46025（7番人気）
馬単票数 計 812587 的中 �� 25124（7番人気）
ワイド票数 計 545408 的中 �� 17955（6番人気）�� 17820（7番人気）�� 3486（39番人気）
3連複票数 計1485478 的中 ��� 8886（43番人気）
3連単票数 計3311738 的中 ��� 6097（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．5―26．0―38．9―52．2―1：05．1―1：18．0―1：30．6―1：42．4―1：54．0―2：05．3―2：16．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マッサビエル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．27 中山1着

2012．5．3生 牡3栗 母 メジロルルド 母母 メジロドーベル 4戦3勝 賞金 36，556，000円

２レース目



15071 6月21日 小雨 稍重 （27東京3）第6日 第11競走 ��
��1，600�第20回ユニコーンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ
競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 34，000，000円 14，000，000円 8，500，000円 5，100，000円 3，400，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

510 ノンコノユメ 牡3栃栗56 C．ルメール 山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448± 01：35．9 4．6�
816 ノ ボ バ カ ラ 牡3栗 56 北村 宏司�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 494＋ 41：36．32� 63．8�
36 ア ル タ イ ル 牡3栗 56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B478± 01：36．72� 9．3�
612	 ゴールデンバローズ 牡3栗 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-

bres Farm 518 〃 ハナ 1．5�
713 ブ チ コ 牝3白 54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：36．91� 27．9�
47 イーデンホール 牡3栗 56 吉田 豊�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 484± 01：37．32� 68．1	
815 マイネルオフィール 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B480－10 〃 ハナ 244．1

59 クワドループル 牡3黒鹿56 内田 博幸 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 480－ 2 〃 アタマ 182．5�
48 ミッキーシーガル 牡3青鹿56 川田 将雅野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：37．4クビ 122．7�
11 ラインルーフ 牡3栗 56 武 幸四郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 484－ 6 〃 クビ 29．3
12 ダイワインパルス 牡3鹿 56 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 464－ 2 〃 ハナ 46．9�
24 アキトクレッセント 牡3鹿 56 浜中 俊岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：37．5クビ 10．3�
714 タップザット 牡3芦 56 福永 祐一 P.G．ファッジ氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500 1：37．81
 28．1�
611 マイネルサクセサー 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 81：38．11
 169．2�
23 ピンストライプ 牡3青鹿56 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 21：38．52� 134．4�
35 ダノングッド 牡3栗 56 蛯名 正義�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 500＋ 21：39．45 93．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 217，402，400円 複勝： 256，588，200円 枠連： 144，737，900円 馬連： 655，806，900円 馬単： 375，486，200円
ワイド： 285，173，600円 3連複： 939，611，900円 3連単： 1，960，590，000円 5重勝： 676，976，900円 計： 5，512，374，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 790円 � 240円 枠 連（5－8） 6，020円

馬 連 �� 9，180円 馬 単 �� 15，000円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 520円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 14，100円 3 連 単 ��� 100，770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����� 93，170円

票 数

単勝票数 計2174024 的中 � 374428（2番人気）
複勝票数 計2565882 的中 � 445043（2番人気）� 65603（10番人気）� 284959（3番人気）
枠連票数 計1447379 的中 （5－8） 18609（17番人気）
馬連票数 計6558069 的中 �� 55315（24番人気）
馬単票数 計3754862 的中 �� 18768（35番人気）
ワイド票数 計2851736 的中 �� 31673（21番人気）�� 154011（4番人気）�� 23594（27番人気）
3連複票数 計9396119 的中 ��� 49947（39番人気）
3連単票数 計19605900 的中 ��� 14105（235番人気）
5重勝票数 計6769769 的中 ����� 5086

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．5―46．8―58．9―1：11．0―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノンコノユメ �
�
父 トワイニング �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．23 東京1着

2012．3．28生 牡3栃栗 母 ノ ン コ 母母 レディータイクーン 7戦4勝 賞金 73，533，000円
〔制裁〕 アキトクレッセント号の騎手浜中俊は，発馬機内での御法（突進された）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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カフジテイク号・タキオンレディー号・タンジブル号・トゥルッリ号・ブルームーン号

15072 6月21日 小雨 稍重 （27東京3）第6日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時30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

11 ロジチャリス 牡3栗 54 福永 祐一久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 554＋281：34．7 4．5�
24 ダークファンタジー 牡4栗 57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 560＋ 61：35．23 13．3�
12 モンテエベレスト �5青鹿57 L．オールプレス 毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 496－ 4 〃 ハナ 21．2�

（新）

23 スターファセット 牝3鹿 52 宮崎 北斗吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 442－ 61：35．41� 50．7�
714 パワースラッガー 牡4鹿 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 496＋141：35．5� 6．3�
48 クインズラピス 牡3黒鹿54 蛯名 正義 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 462± 01：35．6� 2．8	
35 ウインスラッガー 牡6栗 57 大野 拓弥�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 518＋ 61：35．7� 28．1

510 ダブルコーク 牡4黒鹿57 戸崎 圭太�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 ハナ 10．8�
59 ロンギングケイシー 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 480－ 21：35．8� 333．9�
713 ガンマーフォンテン 牡3栗 54 武士沢友治吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 496＋ 41：35．9� 263．7
612 ディリジェンテ 牝3栗 52 津村 明秀吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－ 21：36．0� 16．3�
815 キングデュナミス 牡3鹿 54

51 ▲木幡 初也村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 440－ 41：36．1クビ 14．5�
47 ジャストサウンド 牡3鹿 54 浜中 俊増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 444－ 61：36．31	 155．7�
36 ツクバアラモード 牝5栗 55 吉田 隼人細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B462± 01：36．51	 217．8�
611 ショウナンダイチ 牡5鹿 57 内田 博幸国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋12 〃 ハナ 43．1�
816 ラストダンサー 牡4青鹿57 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B446± 01：37．88 12．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 91，661，700円 複勝： 117，389，600円 枠連： 64，175，500円
馬連： 252，867，600円 馬単： 112，969，500円 ワイド： 116，233，200円
3連複： 303，178，900円 3連単： 493，483，900円 計： 1，551，959，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 390円 � 490円 枠 連（1－2） 1，750円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，710円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 13，330円 3 連 単 ��� 54，000円

票 数

単勝票数 計 916617 的中 � 159734（2番人気）
複勝票数 計1173896 的中 � 179854（2番人気）� 73903（6番人気）� 55246（9番人気）
枠連票数 計 641755 的中 （1－2） 28387（7番人気）
馬連票数 計2528676 的中 �� 63196（10番人気）
馬単票数 計1129695 的中 �� 18435（13番人気）
ワイド票数 計1162332 的中 �� 26387（10番人気）�� 17456（21番人気）�� 11551（33番人気）
3連複票数 計3031789 的中 ��� 17054（47番人気）
3連単票数 計4934839 的中 ��� 6625（168番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．6―11．9―12．2―11．7―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―35．8―47．7―59．9―1：11．6―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロジチャリス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2014．6．15 東京2着

2012．2．11生 牡3栗 母 プラチナチャリス 母母 Silver Chalice 5戦2勝 賞金 25，182，000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。

５レース目



（27東京3）第6日 6月21日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

226，750，000円
2，080，000円
9，100，000円
1，660，000円
20，460，000円
70，777，500円
4，952，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
662，119，100円
928，075，800円
433，915，000円
1，725，813，300円
966，251，400円
788，937，600円
2，222，950，800円
4，143，690，500円
676，976，900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 12，548，730，400円

総入場人員 30，103名 （有料入場人員 27，951名）
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