
15073 6月27日 曇 稍重 （27東京3）第7日 第1競走 ��
��1，600�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
1：33．5
1：32．3

良
良

67 マシェリガール 牝2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 480＋ 41：36．2 14．0�

812 アドマイヤモラール 牡2黒鹿54 柴田 善臣近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 500－ 61：36．52 2．7�
811 スターオブペルシャ 牡2栗 54 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 クビ 3．2�
710 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± 01：37．03 18．3	
79 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 438－ 41：37．1クビ 7．0

33 ルドロージエ 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �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± 01：37．2� 41．4�

44 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 412－ 21：37．3� 45．9�
56 シャウトオブジョイ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 512－ 21：37．62 5．3
68 フレンドミラクル 牡2栗 54 武士沢友治横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 450± 01：37．81	 134．9�
55 コスモブランカ 牡2黒鹿54 松岡 正海岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 446＋ 21：38．54 78．7�
22 エールクリーガー 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 458－ 61：38．71	 243．5�
11 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 412－ 61：41．9大差 239．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，134，100円 複勝： 34，453，500円 枠連： 13，978，100円
馬連： 50，622，400円 馬単： 32，082，900円 ワイド： 27，473，300円
3連複： 65，080，500円 3連単： 105，206，400円 計： 355，031，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 210円 � 120円 � 120円 枠 連（6－8） 790円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 570円 �� 610円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 16，770円

票 数

単勝票数 計 261341 的中 � 15742（5番人気）
複勝票数 計 344535 的中 � 28961（5番人気）� 84693（1番人気）� 84291（2番人気）
枠連票数 計 139781 的中 （6－8） 13700（4番人気）
馬連票数 計 506224 的中 �� 22814（7番人気）
馬単票数 計 320829 的中 �� 5010（18番人気）
ワイド票数 計 274733 的中 �� 10819（7番人気）�� 9922（8番人気）�� 45676（1番人気）
3連複票数 計 650805 的中 ��� 30741（5番人気）
3連単票数 計1052064 的中 ��� 4548（57番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．4―12．2―11．7―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．4―47．8―1：00．0―1：11．7―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マシェリガール �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．14 東京4着

2013．4．8生 牝2黒鹿 母 トーセンバスケット 母母 フルーティマズル 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワールドボーイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月27日まで平地競

走に出走できない。

15074 6月27日 曇 重 （27東京3）第7日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時35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

612 ショウナンマラーク 牝3黒鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 日西牧場 512＋161：37．6 4．2�
510 ラックアサイン 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 21：37．81� 6．1�
59 パ ン デ イ ア 牝3青 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：37．9� 4．9�
35 ヘッドドレス 牝3鹿 54 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 B454＋ 41：38．0� 7．0�
47 メニーサンクス 牝3鹿 54 村田 一誠吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 454＋ 81：38．21 7．4�
11 デイトリッパー 牝3栗 54 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442－ 41：38．62� 5．5	
12 レーヌドオリエント 牝3鹿 54 蛯名 正義
G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ― 〃 クビ 23．9�
713 レ ス ペ ー ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 21：38．7クビ 31．4�
611 ヴァシリーサ 牝3栗 54 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 524 ― 〃 ハナ 35．6
36 ショーラファール 牝3鹿 54 田辺 裕信吉冨 学氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 472－12 〃 クビ 23．7�
714 ナンヨーチーク 牝3栗 54 柴田 善臣中村 德也氏 畠山 吉宏 浦河 三好牧場 490－ 61：39．23 150．5�
48 ランデックヒルズ 牝3鹿 54 津村 明秀簗田 満氏 高市 圭二 新冠 川島牧場 448± 0 〃 ハナ 114．7�
23 ボ ラ ボ ラ 牝3栗 54 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－121：39．52 114．3�
815 スカイトップ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人久米田 榮氏 大竹 正博 新ひだか 木田牧場 444＋141：39．71 79．2�
816 ヒメフジサクラ 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 494＋ 41：39．91� 185．6�
24 ストームアラート 牝3栗 54 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B468± 01：41．9大差 114．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，321，600円 複勝： 38，626，100円 枠連： 15，611，800円
馬連： 55，469，100円 馬単： 30，420，900円 ワイド： 30，046，100円
3連複： 71，500，900円 3連単： 94，551，700円 計： 359，548，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 160円 � 170円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 490円 �� 590円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 9，060円

票 数

単勝票数 計 233216 的中 � 44114（1番人気）
複勝票数 計 386261 的中 � 54328（4番人気）� 63447（1番人気）� 57593（3番人気）
枠連票数 計 156118 的中 （5－6） 21577（1番人気）
馬連票数 計 554691 的中 �� 36103（2番人気）
馬単票数 計 304209 的中 �� 11184（1番人気）
ワイド票数 計 300461 的中 �� 16079（3番人気）�� 12857（8番人気）�� 12299（9番人気）
3連複票数 計 715009 的中 ��� 25051（3番人気）
3連単票数 計 945517 的中 ��� 7563（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．8―48．1―1：00．7―1：12．8―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマラーク �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．5．10 東京2着

2012．4．23生 牝3黒鹿 母 ショウナンアンジュ 母母 ショウナンクイーン 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走状況〕 ショウナンマラーク号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ショウナンマラーク号は，発走調教再審査。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 東京競馬 第７日



15075 6月27日 曇 重 （27東京3）第7日 第3競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

23 ドリームメモリー 牝3鹿 54 田辺 裕信田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 452± 01：19．0 13．1�
35 ウサギノカケアシ 牡3芦 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 472＋ 2 〃 クビ 7．8�
612 パイロスター 牡3黒鹿56 田中 勝春熊田 晋作氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 482± 0 〃 ハナ 3．7�
611 ローレルロケッツ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 B498＋ 41：19．1� 19．6�
816 ブレイブトーラス 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也石山 嘉七氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム B476± 0 〃 アタマ 11．9�
36 ラスティハーツ 牡3栗 56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468± 01：19．31� 5．3	
47 プ ラ セ ン タ 牝3青鹿54 西田雄一郎
ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 458－ 61：19．4クビ 26．5�
48 ホウザンゴッド 牡3栗 56 的場 勇人加藤 豊三氏 的場 均 むかわ 清水ファーム 496± 01：19．5� 107．6�
714 ニシノフクオトコ 牡3芦 56 戸崎 圭太西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 466－ 21：19．6� 4．6
59 ナミノリゴリラ 牝3黒鹿54 蛯名 正義小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 460＋ 4 〃 ハナ 6．1�
713 シゲルユカタマツリ 牡3芦 56 L．オールプレス 森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 中橋 清 484＋ 21：20．45 80．3�

（新）

815 トウショウデュラン 牡3栗 56 武士沢友治トウショウ産業� 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466 ―1：20．5� 132．9�
510 ソヴールトウショウ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 402＋ 21：21．13� 284．2�
12 デ ル フ ト 牝3鹿 54 大野 拓弥吉川 朋宏氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 390－ 61：22．37 242．6�
24 ブラウンルランシー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 470－ 8 〃 クビ 317．4�
（15頭）

11 ナモンブライアン 牡3青 56 吉田 豊�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 488± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，839，700円 複勝： 40，526，400円 枠連： 16，364，300円
馬連： 55，054，700円 馬単： 29，390，200円 ワイド： 31，437，400円
3連複： 66，376，200円 3連単： 85，212，800円 計： 349，201，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 370円 � 180円 � 160円 枠 連（2－3） 2，440円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 11，330円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，200円 �� 570円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 60，330円

票 数

単勝票数 差引計 248397（返還計 5050） 的中 � 15066（7番人気）
複勝票数 差引計 405264（返還計 7935） 的中 � 22175（7番人気）� 59544（4番人気）� 79557（1番人気）
枠連票数 差引計 163643（返還計 59） 的中 （2－3） 5184（10番人気）
馬連票数 差引計 550547（返還計 29189） 的中 �� 8729（22番人気）
馬単票数 差引計 293902（返還計 14264） 的中 �� 1944（46番人気）
ワイド票数 差引計 314374（返還計 17718） 的中 �� 4958（23番人気）�� 6568（16番人気）�� 14938（5番人気）
3連複票数 差引計 663762（返還計 67968） 的中 ��� 7531（26番人気）
3連単票数 差引計 852128（返還計 85304） 的中 ��� 1024（229番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．4―12．2―11．9―12．2―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．1―29．5―41．7―53．6―1：05．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームメモリー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ラシアンボンド デビュー 2014．8．17 新潟5着

2012．5．1生 牝3鹿 母 シズノサンデー 母母 ピ レ ネ ー Ⅱ 12戦1勝 賞金 10，650，000円
〔競走除外〕 ナモンブライアン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コイオス号・スピンキャッシュ号
※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。

15076 6月27日 曇 重 （27東京3）第7日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

36 ジーアイウォーカー 牡3黒鹿56 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 476＋ 21：37．9 3．4�

612 ヴィルフランシュ 牝3青鹿54 蛯名 正義 �シルクレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム B438－ 21：38．0� 9．7�
35 キ ー タ イ プ 牡3栗 56 内田 博幸北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 446＋ 21：38．1� 36．8�
815 ピュアノアール 牝3鹿 54 横山 典弘髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 432－ 81：38．2� 4．3�
611 シュピーゲル 牡3黒鹿56 田辺 裕信水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B470＋ 21：38．41� 22．6�
47 ダイワバース 牡3黒鹿56 柴田 善臣大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 470＋ 41：38．82� 38．0	
11 マ ゼ ン タ 牡3鹿 56 北村 宏司増田 和啓氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 444＋ 21：39．01� 6．3

59 パ ル ミ エ 牝3黒鹿54 西田雄一郎井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 438± 01：39．21� 63．5�
510 エメラルエナジー 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 498＋14 〃 ハナ 10．8�
12 カ オ ス 牡3鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 514± 01：39．3� 11．1
23 バ ル マ ス ケ 牡3栗 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 500 ―1：39．51� 45．6�
24 フランシスカ 牝3芦 54 石橋 脩小島 誠人氏 勢司 和浩 安平 追分ファーム 432－101：39．92� 56．0�
816 ピ サ ー ロ 牡3黒鹿56 津村 明秀窪田 康志氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 472＋ 2 〃 クビ 197．1�
714 ランドオブホープ 牡3鹿 56 柴田 大知吉田 和美氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 504－101：40．21� 11．8�
48 ゼロレボルシオン 牡3鹿 56 松岡 正海広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 476＋ 21：40．41� 30．5�
713 フェスティヴオウカ 牡3鹿 56 江田 照男臼井義太郎氏 本間 忍 むかわ 上水牧場 526－ 2 〃 ハナ 72．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，425，900円 複勝： 48，087，900円 枠連： 19，371，100円
馬連： 63，763，100円 馬単： 34，041，600円 ワイド： 37，100，900円
3連複： 82，497，000円 3連単： 107，000，900円 計： 419，288，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 240円 � 810円 枠 連（3－6） 1，220円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 800円 �� 2，040円 �� 5，110円

3 連 複 ��� 21，080円 3 連 単 ��� 78，040円

票 数

単勝票数 計 274259 的中 � 64038（1番人気）
複勝票数 計 480879 的中 � 97294（1番人気）� 52885（4番人気）� 11631（11番人気）
枠連票数 計 193711 的中 （3－6） 12211（5番人気）
馬連票数 計 637631 的中 �� 25938（7番人気）
馬単票数 計 340416 的中 �� 7956（8番人気）
ワイド票数 計 371009 的中 �� 12559（6番人気）�� 4621（26番人気）�� 1805（53番人気）
3連複票数 計 824970 的中 ��� 2935（72番人気）
3連単票数 計1070009 的中 ��� 994（247番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．7―48．1―1：00．6―1：12．7―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジーアイウォーカー �
�
父 フサイチホウオー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．8．31 札幌3着

2012．4．27生 牡3黒鹿 母 ジェイドロダンサー 母母 ユーコンベイビー 9戦1勝 賞金 9，600，000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。
（非抽選馬） 1頭 ギョイ号



15077 6月27日 曇 稍重 （27東京3）第7日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時25分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

612 ヒプノティスト 牡2栗 54 柴田 善臣金子真人ホール
ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 468 ―1：51．4 3．4�

611 タニセンビクトリー 牡2鹿 54 江田 照男染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 472 ―1：51．5� 13．7�
59 エ ン ジ ニ ア 牡2鹿 54 内田 博幸髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 458 ―1：51．71� 9．2�
510 コスモヴェッキオ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 456 ―1：51．91� 99．3�
11 キングドラゴン 牡2鹿 54 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496 ―1：52．0� 6．1�
35 シャインレッド 牡2鹿 54 蛯名 正義了德寺健二氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 ハナ 4．7	
48 サンホッブズ 牡2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 448 ―1：52．21� 61．7

815 セイウンコウセイ 牡2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 488 ―1：52．3� 32．9�
714 テ オ ド ー ル 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512 ―1：53．36 9．2
36 ビレッジゴールド 牡2栗 54 吉田 豊村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 458 ―1：53．51� 66．9�
713 マイネルデュエル 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 浦河 谷口牧場 508 ― 〃 ハナ 17．3�
816 ショウナンアンセム 牡2芦 54 L．オールプレス�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 462 ― 〃 アタマ 22．7�

（新）

24 カメリエーレ 牡2鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 516 ―1：53．6� 49．8�

23 ウインバーニング 牡2鹿 54 大野 拓弥�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 452 ―1：53．7� 86．3�
47 パ イ ロ ッ ト 牡2黒鹿54 田中 勝春小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 454 ―1：54．23 50．0�
12 ダーダネルス 牡2鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �スピードファーム和田 正道 浦河 酒井牧場 462 ―1：56．0大差 137．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，238，000円 複勝： 40，723，300円 枠連： 19，392，400円
馬連： 63，753，100円 馬単： 34，644，000円 ワイド： 33，648，100円
3連複： 75，746，100円 3連単： 99，101，700円 計： 406，246，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 320円 � 240円 枠 連（6－6） 1，940円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 640円 �� 550円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 18，260円

票 数

単勝票数 計 392380 的中 � 95328（1番人気）
複勝票数 計 407233 的中 � 88793（1番人気）� 27238（6番人気）� 40389（4番人気）
枠連票数 計 193924 的中 （6－6） 7737（10番人気）
馬連票数 計 637531 的中 �� 27078（5番人気）
馬単票数 計 346440 的中 �� 10276（5番人気）
ワイド票数 計 336481 的中 �� 13628（5番人気）�� 16199（3番人気）�� 5090（18番人気）
3連複票数 計 757461 的中 ��� 12097（11番人気）
3連単票数 計 991017 的中 ��� 3934（31番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―12．6―13．0―13．0―13．1―11．6―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―37．8―50．8―1：03．8―1：16．9―1：28．5―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ヒプノティスト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2013．2．15生 牡2栗 母 ハッピーディレンマ 母母 ハンターズマーク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 シャインレッド号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

15078 6月27日 曇 稍重 （27東京3）第7日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時55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
2：22．1
2：22．1

良
良

35 マイネルカレッツァ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 492＋ 42：28．7 2．8�

818 ウインスペクトル 牡3鹿 56 内田 博幸�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 456＋ 22：29．01� 8．1�
36 ニシノインシュアラ 牡3鹿 56 柴田 善臣西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 川上牧場 B468－ 22：29．21� 4．1�
24 キ ジ ャ ナ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム 458± 02：29．3	 23．6�
714 レッドサヴァージ 牡3青鹿56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 浦河 大道牧場 454－ 62：29．4	 6．0	
48 サウスポールツアー 牝3栗 54 松岡 正海海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 416＋ 4 〃 ハナ 43．2

715 トップインパクト 牡3鹿 56 吉田 豊�コオロ 萱野 浩二 新冠 森永 聡 422－ 6 〃 クビ 8．9�
12 ブラヴューラ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 470＋ 42：30．14 131．4�
611 レオデスティニー 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎�レオ 奥平 雅士 登別 青藍牧場 468＋ 82：30．42 52．5
612 アキトジュピター 牝3鹿 54 田辺 裕信岡田 昭利氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：30．5	 24．6�
713 ポッドクライ 牝3黒鹿54 L．オールプレス 小川眞査雄氏 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 464± 0 〃 ハナ 138．2�

（新）

11 ミュゼファントム 牡3鹿 56 江田 照男髙橋 仁氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 490± 0 〃 ハナ 44．3�
817 チーキーデヴィル 牝3黒鹿54 戸崎 圭太平賀 久枝氏 南田美知雄 日高 中原牧場 420＋ 22：30．92	 31．8�
816 シュガーベイ 牡3鹿 56 武士沢友治千明牧場 勢司 和浩 日高 千明牧場 536＋122：31．0クビ 187．6�
47 スイートネージュ 牝3芦 54 原田 和真シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B466＋ 8 〃 クビ 253．6�
59 トーセンゲイル 牡3黒鹿56 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470± 02：31．42	 21．7�
510 サリュダムール 牝3鹿 54 田中 勝春 �サンデーレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 472－ 42：31．82	 92．6�
23 ドリームアラウンド 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也セゾンレースホース� 畠山 吉宏 新冠 五丸農場 B482－ 62：32．33 275．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，922，400円 複勝： 35，688，300円 枠連： 22，215，000円
馬連： 63，930，100円 馬単： 33，600，500円 ワイド： 32，685，600円
3連複： 77，176，700円 3連単： 102，970，400円 計： 395，189，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 170円 � 160円 枠 連（3－8） 490円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 360円 �� 250円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 5，470円

票 数

単勝票数 計 269224 的中 � 74962（1番人気）
複勝票数 計 356883 的中 � 92002（1番人気）� 46598（3番人気）� 54265（2番人気）
枠連票数 計 222150 的中 （3－8） 34547（2番人気）
馬連票数 計 639301 的中 �� 47842（3番人気）
馬単票数 計 336005 的中 �� 15950（3番人気）
ワイド票数 計 326856 的中 �� 22697（2番人気）�� 37468（1番人気）�� 12711（5番人気）
3連複票数 計 771767 的中 ��� 46361（2番人気）
3連単票数 計1029704 的中 ��� 13641（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．5―12．7―12．8―13．2―13．2―12．7―12．3―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．9―36．4―49．1―1：01．9―1：15．1―1：28．3―1：41．0―1：53．3―2：04．8―2：16．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．4
1
3

6，4，5，8，15，7（13，16）（2，3）12（9，11，14）（1，18）－（10，17）
6，5－（4，8）15，16（7，13，12）18（3，14）（2，1）（9，11）17，10

2
4

6，5，4（15，8）－（7，13）16（2，3）12（9，11）14（1，18）（10，17）・（6，5）（4，8）（16，18）15（14，12）（7，13，1）（3，17）（2，11）9－10
勝馬の
紹 介

マイネルカレッツァ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Old Trieste デビュー 2014．8．16 札幌3着

2012．5．22生 牡3黒鹿 母 ポップコーンプリンセス 母母 Zipangu Alydar 8戦1勝 賞金 10，200，000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。



15079 6月27日 曇 重 （27東京3）第7日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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 ノーフェイト 牝3栗 52 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 454＋ 21：25．1 20．4�
713 ハッピーサークル 牝3黒鹿52 柴田 大知西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 490± 0 〃 クビ 31．5�
48 フレックスハート 牝5鹿 55 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B480＋101：25．2クビ 38．4�
815� 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 442－ 2 〃 クビ 6．0�
510 ナンゴクロマンス 牝3鹿 52 大野 拓弥平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 450± 01：25．3クビ 25．4�
714 レッツサッチャー 牝4栗 55 松岡 正海大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486＋16 〃 クビ 8．7�
35 ケルシャンス 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人 	キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 426－ 61：25．51 3．3

36 � モ シ モ シ 牝5黒鹿55 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 424＋ 2 〃 クビ 35．3�
611 ネイティヴコード 牝4鹿 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B504± 0 〃 アタマ 2．7�
816� ノンブルドール 牝5黒鹿55 石橋 脩吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 478＋181：26．67 248．8
59 � ガ ス タ ー 牝4鹿 55 二本柳 壮渡邉 啓髙氏 武市 康男 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 434－161：26．7� 134．6�
24 スペルオンミー 牝4黒鹿55 津村 明秀吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 546± 01：26．91� 12．4�
612 ディスティンダリア 牝3鹿 52 吉田 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 81：27．22 75．8�
47 � カンタベリーヒメ 牝3鹿 52

49 ▲野中悠太郎峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B454± 01：27．41	 158．8�
12 デルマアラレチャン 牝4鹿 55 村田 一誠浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 478＋ 41：27．82� 138．2�
23 � チュウワアピール 牝4青鹿55 内田 博幸中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 510＋421：28．01	 80．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，484，000円 複勝： 42，530，700円 枠連： 17，858，900円
馬連： 81，031，600円 馬単： 42，408，200円 ワイド： 39，539，600円
3連複： 95，391，200円 3連単： 139，820，800円 計： 490，065，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 460円 � 920円 � 900円 枠 連（1－7） 5，370円

馬 連 �� 19，810円 馬 単 �� 44，920円

ワ イ ド �� 5，190円 �� 5，490円 �� 8，690円

3 連 複 ��� 189，260円 3 連 単 ��� 965，420円

票 数

単勝票数 計 314840 的中 � 12326（6番人気）
複勝票数 計 425307 的中 � 26315（5番人気）� 11790（10番人気）� 12117（9番人気）
枠連票数 計 178589 的中 （1－7） 2576（19番人気）
馬連票数 計 810316 的中 �� 3170（41番人気）
馬単票数 計 424082 的中 �� 708（91番人気）
ワイド票数 計 395396 的中 �� 1970（42番人気）�� 1863（43番人気）�� 1170（55番人気）
3連複票数 計 953912 的中 ��� 378（226番人気）
3連単票数 計1398208 的中 ��� 105（1206番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．4―12．5―11．7―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．1―36．5―49．0―1：00．7―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーフェイト �
�
父 サムライハート �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．8．3 新潟13着

2012．4．24生 牝3栗 母 ビットオブファット 母母 アテナトウシヨウ 10戦2勝 賞金 17，270，000円

15080 6月27日 曇 稍重 （27東京3）第7日 第8競走 ��3，110�第17回東京ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード3：24．8良

11 オースミムーン 牡6鹿 61 高田 潤�オースミ 松下 武士 日高 山際 辰夫 480＋123：27．2 7．4�
22 タ ナ ト ス 牡7黒鹿60 白浜 雄造榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 462－ 23：28．05 22．4�
33 ウォンテッド 牡5黒鹿60 平沢 健治谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 496＋ 23：28．1� 27．8�
69 オジュウチョウサン 牡4鹿 60 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 500－ 43：28．31� 62．0�
57 タマモプラネット 牡5芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 482－ 63：28．4� 6．9�
712 ダノンゴールド 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B544＋ 2 〃 クビ 9．1	
46 コスモソユーズ 牡7栗 60 山本 康志 
ビッグレッドファーム 田中 剛 新ひだか マークリ牧場 502＋ 63：28．82� 39．9�
610 テーオーゼウス 牡7黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 500－ 43：29．01� 121．5�
814 エーシンホワイティ 牡8鹿 60 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 516－ 23：29．31� 1．4
813 ティリアンパープル 牝5鹿 58 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 480＋183：30．15 144．4�
58 メジロサンノウ 牡7黒鹿60 江田 勇亮岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞	湖 メジロ牧場 466－ 83：30．2クビ 142．1�
34 カ ウ ウ ェ ラ 牡5青鹿60 浜野谷憲尚 
サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 468± 03：30．3� 53．3�
711
 カシノデューク 牡6栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 496－ 4 〃 アタマ 238．0�
45 アムールクエスト 牡6鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 472＋ 43：32．9大差 139．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，309，000円 複勝： 110，768，200円 枠連： 24，444，700円
馬連： 89，739，300円 馬単： 63，482，700円 ワイド： 48，342，300円
3連複： 128，368，100円 3連単： 273，330，300円 計： 784，784，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 490円 � 890円 � 990円 枠 連（1－2） 5，690円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 11，180円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，550円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 10，530円 3 連 単 ��� 66，320円

票 数

単勝票数 計 463090 的中 � 49503（3番人気）
複勝票数 計1107682 的中 � 63639（3番人気）� 32004（5番人気）� 28789（6番人気）
枠連票数 計 244447 的中 （1－2） 3324（14番人気）
馬連票数 計 897393 的中 �� 12704（12番人気）
馬単票数 計 634827 的中 �� 4256（22番人気）
ワイド票数 計 483423 的中 �� 8343（14番人気）�� 8061（15番人気）�� 6160（18番人気）
3連複票数 計1283681 的中 ��� 9143（32番人気）
3連単票数 計2733303 的中 ��� 2988（144番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 52．4－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オースミムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．1．15 小倉15着

2009．4．19生 牡6鹿 母 レディクライマー 母母 マウンテンフリース 障害：16戦6勝 賞金 217，817，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ダノンゴールド号の騎手五十嵐雄祐は，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。
※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 グリッターウイング号



15081 6月27日 曇 重 （27東京3）第7日 第9競走 ��
��1，600�

ひ の

日 野 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

714� ソルティコメント 牡3栗 54 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Craig B.
Singer 452＋ 21：35．9 7．7�

510 パワーポケット 牡3黒鹿54 L．オールプレス 柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 522＋ 2 〃 アタマ 15．8�
（新）

12 フ ァ ド ー グ 	4黒鹿57 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 01：36．0
 10．0�

612 ルールソヴァール 牡3栗 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 474－ 81：36．1� 40．8�

11 アナザーバージョン 牡4鹿 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 ハナ 16．3	
713 マッチレスヒーロー 牡4栗 57 蛯名 正義�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B482± 01：36．2クビ 18．8

611 オニノシタブル 牡4栗 57 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B464－ 61：36．3� 18．9�
48 モンドクラッセ 牡4鹿 57 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 522＋ 4 〃 クビ 1．5�
24 � エターナルヒーロー 	5黒鹿57 柴田 大知岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 488± 01：36．62 68．9
59 ペ ア ン 牡4黒鹿57 内田 博幸上野 直樹氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 516＋101：36．7クビ 24．3�
35 サ マ ー ラ ヴ 牡4黒鹿57 木幡 初也�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B454＋ 41：36．91 305．6�
815 ブラインドタッチ 牡3青 54 吉田 豊村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 474－ 21：37．75 156．7�
47 パリーアーク 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 クビ 44．8�
816� コスモカウピリ 牡4鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 494－ 21：38．23 140．5�
23 ポッドスター 牡5栗 57 石川裕紀人小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 510－ 21：38．41� 271．0�
36 � インスタイル 	4鹿 57 津村 明秀岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 41：39．35 96．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，488，500円 複勝： 114，698，500円 枠連： 35，943，400円
馬連： 132，099，100円 馬単： 77，186，400円 ワイド： 71，229，500円
3連複： 167，074，400円 3連単： 275，141，300円 計： 933，861，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 370円 � 570円 � 380円 枠 連（5－7） 2，580円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 8，820円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，100円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 11，840円 3 連 単 ��� 62，680円

票 数

単勝票数 計 604885 的中 � 62839（2番人気）
複勝票数 計1146985 的中 � 83489（2番人気）� 49997（7番人気）� 80966（3番人気）
枠連票数 計 359434 的中 （5－7） 10793（8番人気）
馬連票数 計1320991 的中 �� 19086（15番人気）
馬単票数 計 771864 的中 �� 6562（22番人気）
ワイド票数 計 712295 的中 �� 15742（10番人気）�� 16826（9番人気）�� 9095（21番人気）
3連複票数 計1670744 的中 ��� 10578（38番人気）
3連単票数 計2751413 的中 ��� 3182（166番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．8―12．5―12．3―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―33．9―45．7―58．2―1：10．5―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ソルティコメント �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Cozzene デビュー 2014．11．8 東京7着

2012．2．18生 牡3栗 母 Salty Response 母母 Lake Huron 5戦2勝 賞金 17，941，000円
〔制裁〕 マッチレスヒーロー号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
※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） 1頭 ボナフォルトゥーナ号
（非抽選馬） 4頭 コスモシュアー号・ソルプレーサ号・ナスノアオバ号・プリンケプス号
※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。

15082 6月27日 曇 稍重 （27東京3）第7日 第10競走 ��
��1，800�

や つ が た け

八 ヶ 岳 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，26．6．28以降27．6．21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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

34 カレンケカリーナ 牝5黒鹿53 津村 明秀鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 502－ 21：46．1 6．1�
712 マイネオーラム 牝4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 21：46．31 3．6�
22 フジマサエンペラー 牡6黒鹿56 蛯名 正義藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 500± 01：46．4� 7．5�
11 メドウヒルズ 牡4栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 452－ 2 〃 クビ 5．1�
47 タブレットピーシー 牡4芦 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 474－ 41：46．61� 11．6�
35 ラスヴェンチュラス 牝6鹿 53 内田 博幸西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 436＋241：46．7クビ 40．1	
611 ガ チ バ ト ル 牡5栗 56 柴田 善臣吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 452－ 61：46．8� 27．8

815 ロジプリンセス 牝5青 52 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 41．8�
23 ダイワアクシス 牡6黒鹿55 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 456＋ 41：46．9クビ 20．7�
58 ショウナンマルシェ 牡4青鹿57 L．オールプレス 国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 61：47．21� 8．8
（新）

814 コスモミレネール 牝6鹿 53 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 41：47．62� 74．9�
46 	 エスオンマイチェス 牡5黒鹿55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B554－ 61：47．7クビ 17．1�
610 ビームライフル 牡6青鹿54 吉田 豊西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 466± 01：47．91
 96．0�
713 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝6鹿 52 江田 照男星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 61：48．0� 33．7�
59 ブリリアントアスク 牝5鹿 52 横山 典弘廣崎 利洋氏 中舘 英二 新冠 川上牧場 462＋ 21：48．74 23．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，990，000円 複勝： 76，491，900円 枠連： 34，890，200円
馬連： 156，359，600円 馬単： 66，611，500円 ワイド： 67，443，200円
3連複： 181，920，500円 3連単： 248，582，000円 計： 880，288，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 160円 � 220円 枠 連（3－7） 1，070円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 510円 �� 880円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 15，140円

票 数

単勝票数 計 479900 的中 � 62300（3番人気）
複勝票数 計 764919 的中 � 99435（3番人気）� 142983（1番人気）� 80853（4番人気）
枠連票数 計 348902 的中 （3－7） 25201（1番人気）
馬連票数 計1563596 的中 �� 92132（1番人気）
馬単票数 計 666115 的中 �� 17489（4番人気）
ワイド票数 計 674432 的中 �� 35472（2番人気）�� 19137（8番人気）�� 24720（3番人気）
3連複票数 計1819205 的中 ��� 46342（3番人気）
3連単票数 計2485820 的中 ��� 11898（16番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―11．6―11．7―11．8―11．9―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．1―46．7―58．4―1：10．2―1：22．1―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンケカリーナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2012．11．24 京都2着

2010．2．11生 牝5黒鹿 母 センスオブアート 母母 Bishop’s Mate 14戦4勝 賞金 56，152，000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。



15083 6月27日 曇 重 （27東京3）第7日 第11競走 ��
��1，400�

げ し

夏至ステークス
発走15時45分 （ダート・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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815� チャーリーブレイヴ 	5鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 尾関 知人 米 Mike
Abraham 494－ 41：23．3 9．9�

35 アンズチャン 牝4鹿 55 横山 典弘ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 ハナ 1．9�
11 ノ ウ レ ッ ジ 牡5鹿 57 L．オールプレス H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 81：23．51
 6．2�
（新）

24 ランドマーキュリー 牡5栗 57 松岡 正海木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 526＋ 41：23．7� 13．6�
48 ゲマインシャフト 牡5鹿 57 北村 宏司丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 504－ 21：23．8クビ 8．1�
12 プラントハンター 牡5黒鹿57 大野 拓弥吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 61．2�
713 ドリームコンサート 牡6栗 57 柴田 大知松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B516－ 21：24．01
 18．3	
510 キタサンミカヅキ 牡5鹿 57 武士沢友治
大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 528± 01：24．21
 19．4�
47 タマブラックホール 牡6黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 502－101：24．41� 104．4�
612 カ ー バ 牡6青鹿57 村田 一誠
ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 492－20 〃 ハナ 220．3
816 デルマネコムスメ 牝5栗 55 津村 明秀浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 クビ 26．4�
59 ゲンパチメジャー 牡6栗 57 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 498－ 81：24．5クビ 197．2�
23 トーセンラーク 牝3栗 52 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 468－121：24．71 16．3�
714 メイショウゾンビ 牡6鹿 57 内田 博幸松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 496± 01：24．8� 30．5�
611 リックムファサ 牡7鹿 57 嘉藤 貴行山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 478± 01：25．01 208．4�
36 モ ン テ ネ オ 牡5黒鹿57 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 476± 0 〃 クビ 79．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，359，800円 複勝： 118，088，200円 枠連： 63，709，300円
馬連： 292，748，700円 馬単： 146，822，200円 ワイド： 121，509，500円
3連複： 359，169，100円 3連単： 618，239，100円 計： 1，808，645，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 240円 � 120円 � 180円 枠 連（3－8） 640円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，300円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 15，590円

票 数

単勝票数 計 883598 的中 � 71020（4番人気）
複勝票数 計1180882 的中 � 95685（4番人気）� 342467（1番人気）� 147386（3番人気）
枠連票数 計 637093 的中 （3－8） 76320（1番人気）
馬連票数 計2927487 的中 �� 218990（3番人気）
馬単票数 計1468222 的中 �� 38699（9番人気）
ワイド票数 計1215095 的中 �� 71900（3番人気）�� 21517（13番人気）�� 99936（2番人気）
3連複票数 計3591691 的中 ��� 110244（4番人気）
3連単票数 計6182391 的中 ��� 28743（36番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―12．0―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．4―47．4―59．3―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チャーリーブレイヴ �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Carson City デビュー 2012．9．1 札幌11着

2010．3．19生 	5鹿 母 Catchofthecentury 母母 Catnip 12戦5勝 賞金 62，639，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 リックムファサ号の騎手嘉藤貴行は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10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 インディーズゲーム号・コアレスキング号・サクセスフェイト号
※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。

15084 6月27日 曇 稍重 （27東京3）第7日 第12競走 ��
��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

815 ミッキーユニバース 牡3鹿 54 北村 宏司野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 526－ 81：22．0 3．2�
11 サクラディソール 牝5鹿 55 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 434＋ 21：22．1� 4．7�
714 コ リ ー ヌ 牝6鹿 55 横山 典弘�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 456± 01：22．2	 57．2�
23 ホクラニミサ 牝4黒鹿55 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 450－ 2 〃 クビ 4．3�
12 ファンシーリシェス 牝3鹿 52 内田 博幸原 
子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 442－ 61：22．3クビ 6．2�
510� シークレットベース 牝7鹿 55 津村 明秀山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 444± 01：22．51� 43．8	
59 ク ラ シ コ 牡3鹿 54 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498± 01：22．6� 22．4

816 ロッカバラード 牡4青鹿57 L．オールプレス �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 444－ 21：22．7� 13．7�

（新）

47 リターンストローク 牡3鹿 54
51 ▲石川裕紀人 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 500＋ 21：22．8	 18．9

48 コスモドーム 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 486－20 〃 クビ 12．3�
24 セラフィーナ 牝3青鹿52 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B430－ 41：22．9� 201．0�
36 ファイナルブロー 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 416＋ 21：23．0� 70．4�
612� アサクサゴールド 牡5黒鹿57 田辺 裕信田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462－ 41：23．21� 76．2�
35 スズトラッド 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也森 達郎氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 492－ 21：23．41� 160．7�
713 ケンブリッジベスト 牡4黒鹿57 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 472－ 6 〃 クビ 205．4�
611 カシノトラダマシイ 牡3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 460± 01：24．14 312．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，063，500円 複勝： 97，961，900円 枠連： 49，652，700円
馬連： 186，800，900円 馬単： 85，504，900円 ワイド： 88，478，800円
3連複： 230，339，700円 3連単： 364，255，900円 計： 1，175，058，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 200円 � 1，080円 枠 連（1－8） 460円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 500円 �� 3，350円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 13，250円 3 連 単 ��� 50，450円

票 数

単勝票数 計 720635 的中 � 179568（1番人気）
複勝票数 計 979619 的中 � 156454（2番人気）� 142027（4番人気）� 17556（10番人気）
枠連票数 計 496527 的中 （1－8） 83499（1番人気）
馬連票数 計1868009 的中 �� 129718（4番人気）
馬単票数 計 855049 的中 �� 32512（3番人気）
ワイド票数 計 884788 的中 �� 49881（4番人気）�� 6479（34番人気）�� 6856（33番人気）
3連複票数 計2303397 的中 ��� 13030（44番人気）
3連単票数 計3642559 的中 ��� 5234（164番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．7―47．7―59．0―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．3
3 15（14，16）（1，7，9）（2，10）6（3，8）（4，12）5，11，13 4 15（14，16）（7，9）（1，2，10）（3，8）6（4，5，12）－11，13

勝馬の
紹 介

ミッキーユニバース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Last Tycoon デビュー 2014．8．17 新潟1着

2012．2．20生 牡3鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze 6戦2勝 賞金 26，539，000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 サダムリスペクト号
※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。



（27東京3）第7日 6月27日（土曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 186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

222，620，000円
2，080，000円
8，120，000円
2，330，000円
20，190，000円
74，095，500円
6，070，800円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
514，576，500円
798，644，900円
333，431，900円
1，291，371，700円
676，196，000円
628，934，300円
1，600，640，400円
2，513，413，300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 8，357，209，000円

総入場人員 26，968名 （有料入場人員 25，107名）
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