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15013 6月2日 曇 良 （25東京3）第2日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05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

47 ヒ メ サ ク ラ 牝3鹿 54 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 454－ 61：26．7 4．0�
11 アルデグロリア 牝3栗 54 武士沢友治井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 488－ 4 〃 クビ 4．4�
23 エターナルスター 牝3栗 54 松岡 正海下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 486± 01：27．12� 7．9�
24 マプティット 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 418± 01：27．73� 8．6�
713 スターシンフォニー 牝3栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 496－ 21：28．23 7．1	
48 ミスワイキキ 牝3栗 54 浜中 俊加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 444＋ 21：28．62� 68．2

611 ディアザリアー 牝3鹿 54 丸田 恭介髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 470± 01：28．7� 103．6�
35 ダイワボビー 牝3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 480＋ 41：29．23 56．6�
36 ヤマトツバキ 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 490＋ 21：29．41 239．6
510 ケンブリッジアトナ 牝3栗 54

52 △嶋田 純次中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 428－ 2 〃 ハナ 385．1�

816 キネオローズ 牝3鹿 54 江田 照男ジャパンフードビジネス� 牧 光二 新冠 パカパカ
ファーム 460± 0 〃 クビ 44．7�

59 トウカイクッキー 牝3青鹿54 吉田 隼人内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 438＋121：29．5クビ 31．0�
815 メリアブーケ 牝3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 2 〃 クビ 14．4�
12 キャッチザウェイ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム 514－ 61：29．71� 54．0�
612 ラヴァーズブラック 牝3青鹿54 田中 博康福田 光博氏 小桧山 悟 日高 増尾牧場 416＋ 61：30．44 427．3�
714 ナ ム ラ ネ ネ 牝3鹿 54 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 444＋ 41：30．61� 5．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，775，600円 複勝： 46，723，200円 枠連： 19，770，600円
馬連： 61，163，600円 馬単： 40，578，900円 ワイド： 28，828，000円
3連複： 84，040，300円 3連単： 124，627，400円 計： 430，507，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 160円 � 210円 枠 連（1－4） 730円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 340円 �� 580円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計 247756 的中 � 49806（1番人気）
複勝票数 計 467232 的中 � 100865（1番人気）� 82560（2番人気）� 49827（4番人気）
枠連票数 計 197706 的中 （1－4） 20080（3番人気）
馬連票数 計 611636 的中 �� 59517（1番人気）
馬単票数 計 405789 的中 �� 19482（1番人気）
ワイド票数 計 288280 的中 �� 22975（1番人気）�� 11935（5番人気）�� 10646（9番人気）
3連複票数 計 840403 的中 ��� 33273（3番人気）
3連単票数 計1246274 的中 ��� 11958（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．3―13．1―12．6―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．4―49．5―1：02．1―1：14．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ メ サ ク ラ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2013．4．13 中山8着

2010．5．20生 牝3鹿 母 デントロビウム 母母 メロウマダング 3戦1勝 賞金 6，600，000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 オーシャン号

15014 6月2日 曇 良 （25東京3）第2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）

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
1：34．4
1：33．3

重
良

510 アイアムライジング 牡3黒鹿56 C．デムーロ 堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 528＋ 61：39．2 4．3�
（伊）

612 ケツァルコアトル 牡3青鹿56 内田 博幸�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 510± 01：39．51� 6．1�
816 トーセンワイルド 牡3青 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 488－ 41：40．13� 21．6�
23 エピローグブリッジ 牡3栗 56 浜中 俊�G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 61：40．2� 43．5	
59 プリーズドンテル 牡3鹿 56 武士沢友治サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 524＋ 21：40．41� 33．6

35 コスモナイスガイ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム 534± 0 〃 クビ 10．6�
48 ドリームワン 牡3栗 56 吉田 豊ドリームホース� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 444－ 21：40．5� 17．0�
611 ネクタルブルー 牡3青鹿56 吉田 隼人 �ブルーマネジメント小野 次郎 新ひだか 加野牧場 B484＋121：41．03 187．0
815 フレーミングトーチ 牡3鹿 56 田中 勝春 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：41．21� 84．1�
24 タッチレインボー 牡3栗 56 三浦 皇成吉田 和子氏 萩原 清 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 486－ 41：42．26 160．9�
47 ダブルウォー 牡3鹿 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 2 〃 ハナ 1．8�
714 リライブナカヤマ 牡3鹿 56 北村 宏司�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 460 ―1：42．3クビ 333．4�
713 スリーライクマンボ 牡3鹿 56 宮崎 北斗永井商事� 田中 剛 むかわ 新井牧場 484 ―1：42．51� 379．7�
36 ヤマニンデリシュー 牡3栗 56 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 伉助 520 ―1：42．81� 98．5�
11 ブライトオリーヴ 牡3鹿 56 田辺 裕信�岡崎牧場 加藤 和宏 新冠 北星村田牧場 512 ―1：43．86 238．3�

（クレバーオリーヴ）

12 ワディホーク 牡3鹿 56 中谷 雄太�G1レーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム 512 ―1：49．8大差 264．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，349，800円 複勝： 90，148，900円 枠連： 18，729，700円
馬連： 64，071，300円 馬単： 53，688，100円 ワイド： 35，105，000円
3連複： 86，595，400円 3連単： 169，718，700円 計： 552，406，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 250円 � 280円 � 730円 枠 連（5－6） 1，160円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，330円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 27，440円

票 数

単勝票数 計 343498 的中 � 63227（2番人気）
複勝票数 計 901489 的中 � 108350（2番人気）� 88354（3番人気）� 28006（6番人気）
枠連票数 計 187297 的中 （5－6） 11963（4番人気）
馬連票数 計 640713 的中 �� 31597（5番人気）
馬単票数 計 536881 的中 �� 13704（10番人気）
ワイド票数 計 351050 的中 �� 18896（5番人気）�� 6260（15番人気）�� 6355（14番人気）
3連複票数 計 865954 的中 ��� 8887（20番人気）
3連単票数 計1697187 的中 ��� 4565（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―37．1―49．3―1：01．9―1：14．4―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムライジング �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．2．23 中山4着

2010．5．7生 牡3黒鹿 母 アイアムアドーター 母母 アイアムザウィナー 4戦1勝 賞金 9，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワディホーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月2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。
（非抽選馬） 1頭 プリズンブレーク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 東京競馬 第２日



15015 6月2日 曇 良 （25東京3）第2日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時05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

818 ベルゲンクライ 牡3芦 56 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 486－ 21：35．3 7．1�

713� マイネグロリアーナ 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana

Farms LLC 480＋ 21：35．61� 5．3�
23 ミシシッピデルタ 牡3芦 56 柴山 雄一難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 458± 01：35．7� 15．7�
612 ショウナンダイチ 牡3鹿 56 岩田 康誠国本 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 462－ 6 〃 ハナ 3．2�
48 コウヨウルビー 牝3鹿 54 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 506－ 41：35．8クビ 4．8�
47 インキュベーター 牡3鹿 56 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 490＋ 2 〃 アタマ 16．6	
36 キッズラルナ 牡3黒鹿56 田辺 裕信瀬谷 
雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 ハナ 20．2�
817 チョコタクン 牡3鹿 56 G．モッセ ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464－ 21：35．9	 58．8�

（香港）

611 マクガフィン 牡3鹿 56 三浦 皇成山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 藤本牧場 446＋ 8 〃 ハナ 344．3
59 ジーガーガーネット 牡3栗 56 D．ホワイト �ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 426＋ 21：36．21� 213．6�

（香港）

510 スプライトオーバー 牡3栗 56 丸山 元気薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 新冠橋本牧場 508－ 4 〃 アタマ 263．1�
11 アルピナブルー 牝3鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 千歳 社台ファーム 460－ 21：36．51� 33．7�
24 シャドウウィザード 
3黒鹿56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 472 ― 〃 クビ 79．2�
35 ダイワモンド 牝3鹿 54 丸田 恭介大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486－ 41：36．6� 33．0�
714 アンプールトゥ 牝3黒鹿54 西村 太一江川 伸夫氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 436＋ 21：36．81� 622．4�
816 リ ッ プ ル 牝3鹿 54 吉田 隼人 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 438－ 81：37．11� 8．8�
12 スイートルンバ 牝3鹿 54 田中 博康シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 412－ 6 〃 クビ 512．8�
715 ボーラトウショウ 牝3栗 54 田中 勝春トウショウ産業� 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 440－161：37．41� 60．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，248，900円 複勝： 60，027，000円 枠連： 23，511，400円
馬連： 78，302，900円 馬単： 49，075，200円 ワイド： 36，504，500円
3連複： 98，781，200円 3連単： 150，651，700円 計： 530，102，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 210円 � 210円 � 440円 枠 連（7－8） 860円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，310円 �� 940円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 30，390円

票 数

単勝票数 計 332489 的中 � 37223（4番人気）
複勝票数 計 600270 的中 � 83209（4番人気）� 85024（3番人気）� 29865（6番人気）
枠連票数 計 235114 的中 （7－8） 20209（4番人気）
馬連票数 計 783029 的中 �� 34971（6番人気）
馬単票数 計 490752 的中 �� 10061（11番人気）
ワイド票数 計 365045 的中 �� 16922（6番人気）�� 6632（17番人気）�� 9477（10番人気）
3連複票数 計 987812 的中 ��� 11479（20番人気）
3連単票数 計1506517 的中 ��� 3659（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．1―47．9―1：00．7―1：12．4―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルゲンクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Balleroy デビュー 2012．12．16 中山6着

2010．4．21生 牡3芦 母 フ ェ ス ト ネ 母母 Tokyo Girl 8戦1勝 賞金 6，650，000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 クルトメッシュ号
※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。

15016 6月2日 曇 良 （25東京3）第2日 第4競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

24 アサクサベルーガ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454± 02：15．2 4．9�
510 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 42：15．52 13．4�
23 セプテントリオ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 22：15．6クビ 2．9�
11 アキレスバイオ 牡3芦 56 柴山 雄一バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 474± 0 〃 ハナ 13．0�
48 ヤマニンビルトゥズ 牡3鹿 56 蛯名 正義土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 494－ 42：15．7� 4．8	
714 ヴィルトグラーフ �3鹿 56 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496－ 42：16．12� 34．6

59 ギンザマーシャル 牡3芦 56 松岡 正海有馬 博文氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 520± 02：17．05 12．1�
47 マンボジャンボ 牡3芦 56 C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 564－142：17．32 8．6�

（豪）

611 コミュニティ 牡3栗 56
53 ▲伴 啓太西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 470＋ 42：17．51� 304．8

35 ウインチェイサー 牡3青鹿56 石橋 脩�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B516－ 22：17．6� 31．8�
815 グラスリード 牡3青鹿56 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 436－ 22：18．23� 135．1�
713 ザ サ ン デ ー �3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁瀬口 信正氏 畠山 吉宏 新ひだか 仲野牧場 482－ 42：18．62� 146．3�
12 ドラゴンナイト 牡3鹿 56 田辺 裕信窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 三城牧場 520± 02：18．7� 24．6�
36 ディアストライカー 牡3鹿 56 丸田 恭介ディアレスト 栗田 徹 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 480－ 22：19．65 95．0�
612 コーリンマレガー 牝3鹿 54 村田 一誠伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 444－ 42：19．92 335．3�
816 アフターダークネス 牡3栗 56 田中 勝春芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 大柳ファーム 512－ 22：22．2大差 81．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，098，000円 複勝： 58，489，500円 枠連： 27，230，300円
馬連： 73，880，600円 馬単： 45，904，000円 ワイド： 35，088，800円
3連複： 94，575，500円 3連単： 149，132，800円 計： 515，399，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 290円 � 140円 枠 連（2－5） 480円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 350円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 20，740円

票 数

単勝票数 計 310980 的中 � 50900（3番人気）
複勝票数 計 584895 的中 � 87013（3番人気）� 40070（5番人気）� 148363（1番人気）
枠連票数 計 272303 的中 （2－5） 42087（2番人気）
馬連票数 計 738806 的中 �� 15690（15番人気）
馬単票数 計 459040 的中 �� 6475（21番人気）
ワイド票数 計 350888 的中 �� 7698（15番人気）�� 28039（2番人気）�� 10279（8番人気）
3連複票数 計 945755 的中 ��� 26342（6番人気）
3連単票数 計1491328 的中 ��� 5309（51番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―12．5―13．1―13．1―13．2―12．7―13．0―12．9―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．4―30．9―44．0―57．1―1：10．3―1：23．0―1：36．0―1：48．9―2：01．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アサクサベルーガ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Private Account デビュー 2013．1．14 中山3着

2010．3．4生 牡3黒鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia 5戦1勝 賞金 8，850，000円
〔制裁〕 セプテントリオ号の騎手内田博幸は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アフターダークネス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月2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。
（非当選馬） 3頭 ウェンディシチー号・キンシバイ号・スキルアップ号
※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。



15017 6月2日 晴 良 （25東京3）第2日 第5競走 ��1，600�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
1：33．6
1：33．1

良
良

811 イスラボニータ 牡2黒鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462 ―1：37．9 4．3�

33 パーリーシェル 牝2栗 54 北村 宏司谷掛 龍夫氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 474 ―1：38．11� 21．6�
55 モントボーゲン 牝2鹿 54 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 466 ―1：38．2� 4．3�

（豪）

22 ウインネオルーラー 牡2黒鹿54 柴田 大知�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 460 ―1：38．3� 20．9�
44 カレンマタドール 牡2鹿 54 内田 博幸鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 ハナ 5．5	
11 タガノハヤテ 牡2栗 54 福永 祐一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 478 ― 〃 ハナ 7．3

79 ボンジュールキラリ 牡2黒鹿54 三浦 皇成田中善次郎氏 高木 登 日高 道見牧場 490 ―1：38．51� 32．4�
710 デサフィナード 牝2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 416 ― 〃 クビ 45．4�
67 ボーンレジェンド 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 474 ―1：38．6� 4．0
68 トゥインクル 牡2栗 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 448 ― 〃 ハナ 28．2�
56 ガ ラ パ ゴ ス 牡2鹿 54 岩田 康誠石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 478 ―1：40．3大差 38．6�
812 サイプリペディウム 牝2芦 54 田辺 裕信�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 418 ―1：40．51� 73．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，535，700円 複勝： 48，450，300円 枠連： 15，999，100円
馬連： 65，378，100円 馬単： 47，292，600円 ワイド： 28，406，100円
3連複： 81，229，600円 3連単： 140，267，200円 計： 458，558，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 460円 � 180円 枠 連（3－8） 5，000円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 7，060円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 430円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 6，190円 3 連 単 ��� 52，370円

票 数

単勝票数 計 315357 的中 � 58867（2番人気）
複勝票数 計 484503 的中 � 85182（2番人気）� 21374（6番人気）� 77399（3番人気）
枠連票数 計 159991 的中 （3－8） 2362（19番人気）
馬連票数 計 653781 的中 �� 10639（16番人気）
馬単票数 計 472926 的中 �� 4946（25番人気）
ワイド票数 計 284061 的中 �� 5367（15番人気）�� 17852（4番人気）�� 4617（17番人気）
3連複票数 計 812296 的中 ��� 9692（18番人気）
3連単票数 計1402672 的中 ��� 1977（153番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―25．0―37．7―50．6―1：03．3―1：15．1―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．6
3 10，9，5（6，7）3，11（2，1）－8－4，12 4 ・（10，9）（5，7）（6，11）（3，1）（2，8）4－12

勝馬の
紹 介

イスラボニータ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cozzene 初出走

2011．5．21生 牡2黒鹿 母 イスラコジーン 母母 Isla Mujeres 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

15018 6月2日 晴 良 （25東京3）第2日 第6競走 ��1，800�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
1：44．2
1：44．1

良
良

11 トーセンターキー 牡3黒鹿56 C．デムーロ 島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 81：47．0 3．9�
（伊）

713 マイネルオリンポス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 21：47．42� 21．9�

714 ロングシャドウ 牡3青鹿56 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486－ 41：47．61� 2．0�
23 イオンドライブ 牡3鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 452＋ 81：47．81� 57．4	
48 ワッペンジュニア 牡3青鹿56 C．ウィリアムズ 有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 458－ 61：48．01� 12．1


（豪）

611 カネトシエターナル 牝3栗 54 丸田 恭介兼松 利男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 土田 扶美子 426± 0 〃 クビ 16．2�
817 スギノハルバード 牡3鹿 56 浜中 俊杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 462± 01：48．21 21．5�
612 シングンジャガー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 458± 01：48．41� 30．4
816 サーマウント 牡3鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 古賀 史生 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 41：48．5クビ 29．3�
818 ニューハウン 牡3鹿 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 528＋ 4 〃 クビ 18．6�
35 オ ベ レ ッ ク 牡3鹿 56 北村 友一片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 466－ 21：48．6クビ 183．9�
715 ステラコーヴァ 牝3鹿 54 田辺 裕信有限会社シルク木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 クビ 174．3�
47 ポートドラルーン 牝3芦 54 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456 ―1：49．23� 16．2�
36 ウィングオブライト 牝3黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 小島 茂之 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456 ― 〃 クビ 33．5�
24 オオムラサキ 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 474－261：50．05 160．7�
12 チェリッシュハート 牝3鹿 54 西田雄一郎中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 430± 01：51．27 161．1�
510 ゲ ル ダ 牝3鹿 54 村田 一誠�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 日田牧場 424＋101：51．3� 387．7�
59 ゴールドウインド 牡3青鹿56 木幡 初広居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 462－121：51．72� 305．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，646，200円 複勝： 56，571，600円 枠連： 30，058，800円
馬連： 81，997，500円 馬単： 55，355，300円 ワイド： 43，165，300円
3連複： 110，125，700円 3連単： 178，395，800円 計： 592，316，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 380円 � 120円 枠 連（1－7） 440円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 940円 �� 230円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 15，560円

票 数

単勝票数 計 366462 的中 � 75412（2番人気）
複勝票数 計 565716 的中 � 98426（2番人気）� 23791（9番人気）� 185865（1番人気）
枠連票数 計 300588 的中 （1－7） 51258（2番人気）
馬連票数 計 819975 的中 �� 17971（12番人気）
馬単票数 計 553553 的中 �� 8658（15番人気）
ワイド票数 計 431653 的中 �� 10043（12番人気）�� 57188（1番人気）�� 14224（7番人気）
3連複票数 計1101257 的中 ��� 40918（3番人気）
3連単票数 計1783958 的中 ��� 8462（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―35．2―47．7―1：00．2―1：12．5―1：24．2―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンターキー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．11．17 東京4着

2010．3．14生 牡3黒鹿 母 チェリーラブ 母母 ターンツーダイナ 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔その他〕 ゴールドウインド号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェリッシュハート号・ゲルダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月2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。
（非抽選馬） 2頭 グレイスヒーロー号・マイネルゴスホーク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



15019 6月2日 晴 良 （25東京3）第2日 第7競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳以上

発走13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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

712 ウインプロスパー 牡3鹿 54 C．ウィリアムズ �ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 520＋ 81：18．7 16．1�
（豪）

46 � アランルース 	5栃栗57 吉田 隼人�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 450＋ 6 〃 クビ 135．5�
47 クレバーアポロ 牡4栗 57 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 486－ 41：18．8クビ 19．2�
22 コーリンギデオン 牡4鹿 57 横山 典弘伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 466－10 〃 ハナ 7．4�
34 ダークシーカー 牡4栗 57 蛯名 正義松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 526－ 21：19．01
 14．2	
11 コアレスキング 牡3鹿 54 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 512－ 81：19．1� 5．5

59 ショウナンアポロン 牡3鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 490＋ 2 〃 クビ 8．1�
815� エ ジ ル 牝3栗 52 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 米

White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

496－ 61：19．41 11．9�
713� ジャガーバローズ 牡3鹿 54 戸崎 圭太猪熊 広次氏 牧 光二 米 Dierdre T. Marsh

& David LaCroix 480＋221：19．72 3．6
23 フォースライト 牝4黒鹿55 石橋 脩吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 486＋ 81：19．91
 49．4�
814 シゲルドリアン 牡4鹿 57 内田 博幸森中 蕃氏 松山 将樹 日高 中前牧場 B474± 0 〃 クビ 48．5�
611 ミラクルミイクン 牡4鹿 57 江田 照男内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 528－ 41：20．11� 29．0�
610 プランタンビジュー 牝3鹿 52 C．デムーロ �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 448－ 21：20．31� 5．5�

（伊）

58 アルファジョイー 牡4鹿 57 田中 勝春近藤 元子氏 嶋田 潤 新冠 秋田牧場 492＋ 21：20．61 140．6�
35 � サンマルヴァーゴ 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太相馬 勇氏 佐藤 吉勝 小清水 千島北斗牧場 454＋121：23．0大差 416．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，153，900円 複勝： 70，679，400円 枠連： 26，876，900円
馬連： 104，579，900円 馬単： 59，326，400円 ワイド： 50，562，200円
3連複： 136，471，300円 3連単： 203，271，300円 計： 691，921，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 460円 � 2，210円 � 610円 枠 連（4－7） 3，350円

馬 連 �� 58，340円 馬 単 �� 110，850円

ワ イ ド �� 10，130円 �� 2，930円 �� 12，880円

3 連 複 ��� 287，760円 3 連 単 ��� 2，343，980円

票 数

単勝票数 計 401539 的中 � 19742（8番人気）
複勝票数 計 706794 的中 � 43382（8番人気）� 7771（13番人気）� 31325（9番人気）
枠連票数 計 268769 的中 （4－7） 5922（20番人気）
馬連票数 計1045799 的中 �� 1323（75番人気）
馬単票数 計 593264 的中 �� 395（145番人気）
ワイド票数 計 505622 的中 �� 1222（68番人気）�� 4301（41番人気）�� 959（73番人気）
3連複票数 計1364713 的中 ��� 350（300番人気）
3連単票数 計2032713 的中 ��� 64（1855番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．2―12．2―12．2―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．9―29．1―41．3―53．5―1：05．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインプロスパー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．8．5 札幌3着

2010．1．27生 牡3鹿 母 コスモフライハイ 母母 レディビーナス 13戦2勝 賞金 26，350，000円
〔その他〕 サンマルヴァーゴ号は，発走直後に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。
※出走取消馬 フランチャイズ号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マースストロング号
（非抽選馬） 1頭 アウルム号
※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。

15020 6月2日 晴 良 （25東京3）第2日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

816 ハイパーチャージ 牡3鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 500－ 21：38．5 2．1�
510 デルマヌラリヒョン 牡3鹿 54 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 480＋ 21：38．71� 3．3�
713 レッドブルピサ 牡4鹿 57 三浦 皇成市川 義美氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム 528－ 61：39．12� 8．5�
47 ショウリノウタゲ 牝3鹿 52 丸田 恭介平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 514＋121：39．2� 18．2�
815	 ショウナンハヤブサ 牡4栗 57 浜中 俊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 508＋ 91：39．3� 38．3�
611 オリオンザジャパン 牡3芦 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 478＋ 21：39．4クビ 10．1�
714 スリープレシャス 牡5青 57 石橋 脩永井商事	 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464＋ 21：40．03� 194．8

35 ポルスターシャイン 牡3鹿 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 482＋ 21：40．1� 24．1�
36 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 466＋ 8 〃 クビ 102．3�
24 サトノマーキュリー 牡3黒鹿54 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 B480－ 61：40．2� 15．4
48 	 サンマルヴィエント 牡5栗 57 津村 明秀相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 468－ 6 〃 アタマ 107．5�
12 トレジャーチェスト 牝6芦 55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス	 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：40．3� 83．8�
11 ローレルアルトス 牡3黒鹿54 江田 照男 	ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム 460＋ 41：40．4クビ 55．1�
612 レオネプチューン 牡5鹿 57 吉田 豊田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 472－ 4 〃 ハナ 188．4�
23 ストロングティラノ 牡4芦 57 北村 友一村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 498－ 61：40．93 188．7�
59 	 シベリアンブラック 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 和生藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 504－221：42．6大差 163．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，786，200円 複勝： 65，881，000円 枠連： 28，045，000円
馬連： 107，270，700円 馬単： 78，096，600円 ワイド： 50，279，500円
3連複： 141，102，400円 3連単： 243，795，900円 計： 758，257，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 120円 � 180円 枠 連（5－8） 300円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 170円 �� 360円 �� 330円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，210円

票 数

単勝票数 計 437862 的中 � 167002（1番人気）
複勝票数 計 658810 的中 � 164782（2番人気）� 169045（1番人気）� 73566（3番人気）
枠連票数 計 280450 的中 （5－8） 69291（1番人気）
馬連票数 計1072707 的中 �� 232140（1番人気）
馬単票数 計 780966 的中 �� 104002（1番人気）
ワイド票数 計 502795 的中 �� 89884（1番人気）�� 30696（3番人気）�� 34440（2番人気）
3連複票数 計1411024 的中 ��� 140582（1番人気）
3連単票数 計2437959 的中 ��� 81578（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．7―49．7―1：02．7―1：15．2―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F35．8
3 9（13，16）（2，10）15（1，4，6）（8，5，7）（3，12，11）14 4 9（13，16）2（10，15）1（4，6）（8，5，7）（3，12，11）14
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 牡3鹿 母 グランドエナジー 母母 アイズオブユー 3戦2勝 賞金 14，000，000円
〔発走状況〕 オリオンザジャパン号は，発走地点で左前肢落鉄。発走時刻3分遅延。

オリオンザジャパン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 オリオンザジャパン号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 トミケンユークアイ号・マイネルガネーシャ号・マイネルバウンス号・マルデデルマ号・レッドガルシア号



15021 6月2日 晴 良 （25東京3）第2日 第9競走 ��
��2，000�ホンコンジョッキークラブトロフィー

発走14時25分 （芝・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

ホンコンジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

34 ダノンジェラート 牡4鹿 57 三浦 皇成�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486＋121：59．9 1．9�
69 ディオベルタ 牝4栃栗55 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 450－ 62：00．11� 5．6�
712 カ ム フ ィ ー 牡4黒鹿57 横山 典弘清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 462± 02：00．2	 5．4�
22 ブライトボーイ 牡4鹿 57 吉田 隼人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 472＋ 22：00．3クビ 31．5�
57 ア ー カ イ ブ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488－ 82：00．61	 9．5	
11 ニシノボレロ 牡4青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 486－ 22：00．7クビ 15．2

813 コスモバルバラ 牝4黒鹿55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 62：00．91� 74．9�
814 ボーイフレンド 牡4栗 57 福永 祐一北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 442± 0 〃 アタマ 18．8�
46 コスモラングデン 牝5芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 B506－ 42：01．0� 198．3
33 ウエスタンディオ 牡6鹿 57 内田 博幸西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 480＋ 2 〃 クビ 17．4�
711 クリノチョモラーリ 牝3栗 52 北村 宏司栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 476＋162：01．21� 196．9�
610
 ヒシサイレンス 牡3黒鹿54 C．ウィリアムズ 阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-

ichiro Abe B452± 02：01．41� 55．8�
（豪）

58 マイネルカーミン 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 494＋ 42：01．5クビ 132．9�

45 クラウンアトラス 牡3黒鹿54 丸山 元気矢野 悦三氏 田島 俊明 新冠 カミイスタット 478－ 42：02．13� 134．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 52，467，700円 複勝： 80，240，400円 枠連： 28，440，600円
馬連： 149，890，300円 馬単： 92，563，900円 ワイド： 54，811，600円
3連複： 171，127，800円 3連単： 349，476，200円 計： 979，018，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（3－6） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 240円 �� 260円 �� 330円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，270円

票 数

単勝票数 計 524677 的中 � 219026（1番人気）
複勝票数 計 802404 的中 � 233224（1番人気）� 147542（2番人気）� 134114（3番人気）
枠連票数 計 284406 的中 （3－6） 48529（1番人気）
馬連票数 計1498903 的中 �� 228563（1番人気）
馬単票数 計 925639 的中 �� 98160（1番人気）
ワイド票数 計 548116 的中 �� 61426（1番人気）�� 54743（2番人気）�� 37999（3番人気）
3連複票数 計1711278 的中 ��� 146826（1番人気）
3連単票数 計3494762 的中 ��� 113894（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．2―12．4―12．6―12．2―12．1―11．3―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―36．9―49．3―1：01．9―1：14．1―1：26．2―1：37．5―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンジェラート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal デビュー 2012．3．31 中山2着

2009．2．22生 牡4鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 6戦3勝 賞金 37，609，000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。

15022 6月2日 晴 良 （25東京3）第2日 第10競走 ��
��1，400�

ゆ い が は ま

由 比 ヶ 浜 特 別
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．6．2以降25．5．26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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：19．6
1：19．0

良
良

35 � デ ン フ ァ レ 牝6栗 53 的場 勇人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 486＋ 61：20．6 18．9�

34 ジョーオリオン 牡4栗 57 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 476＋ 2 〃 ハナ 7．4�
46 シルクドリーマー 牡4鹿 57．5 田中 勝春有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 474－ 41：20．81� 4．3�
611 キングオブロー 牡4鹿 57 柴田 善臣池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 492± 01：20．9	 6．9�
58 タガノザイオン 牡6鹿 55 浜中 俊八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B480－ 81：21．0
 21．0�
47 グランマルシェ 牡5鹿 54 長岡 禎仁 	キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B526＋ 4 〃 アタマ 50．9

59 ワキノブレイブ 牡3青鹿54 福永 祐一脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 468＋ 2 〃 クビ 4．3�
22 ハワイアンシュガー 牡5黒鹿54 田辺 裕信四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 440－ 81：21．1
 70．5�
713 ロビンフット 牡5青鹿56 江田 照男桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 516± 01：21．2	 36．1
23 � ダブルオーセブン 牡5黒鹿54 勝浦 正樹久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 492± 01：21．3
 42．0�
610 マイネルハイセンス 牡5黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 B486＋ 41：21．51� 8．6�
815 マンドレイク 牡3黒鹿54 内田 博幸	ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 464－ 81：21．6
 11．1�
712 ラインミーティア 牡3鹿 53 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 452＋ 61：21．81 17．2�
11 ミステリートレイン 牡5鹿 56 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510＋ 6 〃 ハナ 17．8�
814 ケイアイアポロン 牡5鹿 54 松岡 正海亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 532＋ 21：22．54 105．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，502，600円 複勝： 84，125，800円 枠連： 44，985，100円
馬連： 181，987，500円 馬単： 97，943，700円 ワイド： 70，916，100円
3連複： 233，513，100円 3連単： 388，649，900円 計： 1，151，623，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 390円 � 240円 � 180円 枠 連（3－3） 6，380円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 15，080円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，020円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，950円 3 連 単 ��� 55，730円

票 数

単勝票数 計 495026 的中 � 20645（9番人気）
複勝票数 計 841258 的中 � 48567（6番人気）� 91975（4番人気）� 149654（1番人気）
枠連票数 計 449851 的中 （3－3） 5208（24番人気）
馬連票数 計1819875 的中 �� 29037（20番人気）
馬単票数 計 979437 的中 �� 4795（60番人気）
ワイド票数 計 709161 的中 �� 12815（16番人気）�� 16934（11番人気）�� 28737（3番人気）
3連複票数 計2335131 的中 ��� 29005（16番人気）
3連単票数 計3886499 的中 ��� 5147（164番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．1―11．3―11．4―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―34．9―46．2―57．6―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．4
3 4－5，15（1，9，11）（6，10，12）13（2，8，7，14）－3 4 4－（5，15）－（1，9，11）（6，10，12）13（2，8，7）14，3

勝馬の
紹 介

�デ ン フ ァ レ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sanglamore

2007．5．7生 牝6栗 母 ゴールデンハピネス 母母 Ma Petite Jolie 24戦2勝 賞金 51，826，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目 ３レース目



15023 6月2日 晴 良 （25東京3）第2日 第11競走
第63回農林水産省賞典

��
��1，600�安 田 記 念（ＧⅠ）

発走15時40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，3歳54�4歳以上58�，牝馬
2�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000円
付 加 賞 3，906，000円 1，116，000円 558，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：31．3
1：30．7
1：31．3

良
良
良

510 ロードカナロア 牡5鹿 58 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 21：31．5 4．0�
12 ショウナンマイティ 牡5青鹿58 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 516＋ 4 〃 クビ 5．7�
816 ダノンシャーク 牡5鹿 58 C．デムーロ�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 452± 01：31．6� 37．2�

（伊）

48 マイネイサベル 牝5鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 478± 01：31．91� 76．0�

23 サクラゴスペル 牡5黒鹿58 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 484＋ 4 〃 ハナ 83．0�
612 ダークシャドウ 牡6栗 58 戸崎 圭太飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B512＋ 8 〃 ハナ 7．7	
24 ガ ル ボ 牡6青 58 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 474± 0 〃 クビ 71．8

715 ヴィルシーナ 牝4青 56 C．ウィリアムズ 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448－ 21：32．0クビ 20．0�

（豪）

817 ダイワマッジョーレ 牡4鹿 58 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436± 01：32．21	 18．7�
47 グランプリボス 牡5鹿 58 内田 博幸�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 512－10 〃 クビ 4．8
36 
 グロリアスデイズ �6青鹿58 D．ホワイトトムブラウンズ・シンジケート J．サイズ 豪 Mr.R

Pietrykowski B482＋ 5 〃 ハナ 37．1�
（Glorious Days（AUS））（香港） （香港）

59 ナカヤマナイト 牡5栗 58 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 488＋ 4 〃 ハナ 29．6�
818 サダムパテック 牡5鹿 58 武 豊大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 21：32．41 20．4�
11 カレンブラックヒル 牡4黒鹿58 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 ハナ 6．7�
35 スマイルジャック 牡8黒鹿58 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 B488－ 41：32．5� 184．0�
611
 ヘレンスピリット �6栗 58 G．モッセ ウー卿，ウー卿夫人，

W．ウー＆J．ウー C．ファウンズ 愛 Darpat S.L and
C. Laffon－Parias 494＋ 51：32．82 68．9�

（Helene Spirit（IRE））（香港） （香港）

714� エーシントップ 牡3黒鹿54 福永 祐一�栄進堂 西園 正都 米
Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

524－ 41：32．9クビ 26．0�
713 シ ル ポ ー ト 牡8鹿 58 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 510＋ 4 〃 クビ 119．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 613，524，100円 複勝： 733，447，100円 枠連： 653，364，500円 馬連： 2，423，448，200円 馬単： 1，234，310，200円
ワイド： 762，289，100円 3連複： 3，521，454，700円 3連単： 6，582，602，500円 5重勝： 732，669，100円 計： 17，257，109，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 210円 � 680円 枠 連（1－5） 730円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 620円 �� 3，230円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 18，160円 3 連 単 ��� 62，800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����� 316，580円

票 数

単勝票数 計6135241 的中 � 1235784（1番人気）
複勝票数 計7334471 的中 � 1110470（2番人気）� 1029271（3番人気）� 224320（10番人気）
枠連票数 計6533645 的中 （1－5） 669391（2番人気）
馬連票数 計24234482 的中 �� 1217617（4番人気）
馬単票数 計12343102 的中 �� 354798（6番人気）
ワイド票数 計7622891 的中 �� 327110（4番人気）�� 56070（41番人気）�� 58093（38番人気）
3連複票数 計35214547 的中 ��� 143171（57番人気）
3連単票数 計65826025 的中 ��� 77362（164番人気）
5重勝票数 計7326691 的中 ����� 1708

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．4―11．7―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．7―33．9―45．3―57．0―1：08．5―1：19．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．5
3 13－15（1，14）（4，11，12）（3，7，10）（6，8，16）17（2，9）18，5 4 13－（15，1，14）4（11，12）（3，7，10）（6，8，16）（2，9，17）18，5

勝馬の
紹 介

ロードカナロア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2010．12．5 小倉1着

2008．3．11生 牡5鹿 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー 15戦10勝 賞金 549，314，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 ロードカナロア号の騎手岩田康誠は，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100，000円。（被害馬：16番）
※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。
（非抽選馬） 6頭 クラレント号・サンレイレーザー号・タムロスカイ号・トウケイヘイロー号・ファイナルフォーム号・

レオアクティブ号
※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。

15024 6月2日 晴 良 （25東京3）第2日 第12競走 ��
��2，100�

こ れ ま さ

是 政 特 別
発走16時25分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

816� アンアヴェンジド 牝4黒鹿55 D．ホワイト �大樹ファーム 藤沢 和雄 米
Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

534± 02：11．2 10．6�
（香港）

713 ヴォーグトルネード 牡4栗 57 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472＋ 22：11．41	 1．9�

24 ゲルマンシチー 牡5青 57 C．デムーロ �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 470－ 42：11．5
 24．6�
（伊）

612 タ ナ ト ス 牡5黒鹿57 内田 博幸榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 462－122：11．92� 17．7�
59 キングオブフェイス 牡5栗 57 石橋 脩西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 512＋ 62：12．11	 139．7	
510 ト リ ノ 牡5栗 57 C．ウィリアムズ 北山 敏
氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 488－ 62：12．2� 28．4�

（豪）

47 バーチャルトラック 牡5鹿 57 江田 照男岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 454＋ 22：12．62� 126．0�
714 アールシネマスタア �5栗 57 武 豊星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 492＋122：13．13 82．7
23 ヴ ェ イ ロ ン 牡5栗 57 三浦 皇成前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント 490＋102：13．84 181．3�
815 イッシンドウタイ 牡4鹿 57 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 492－ 22：13．9
 3．6�
35 タッチザターゲット 牡3芦 54 田中 勝春 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 500－ 22：14．0� 19．6�
12 タイセイモンスター 牡4栗 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 髙村 伸一 546＋162：14．95 9．8�
48 サンマルボス 牡6鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 496＋122：15．43 331．2�
11 キンショータイム 牡3栗 54 丸山 元気礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 490＋142：15．71
 106．2�
611 カ ピ タ ー ノ 牡9黒鹿57 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 498－ 2 〃 アタマ 352．4�
36 � ガルビスティー 牡6鹿 57 田辺 裕信備前島敏子氏 伊藤 大士 愛 Janus Blood-

stock Inc B502＋142：16．55 183．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 106，250，600円 複勝： 151，493，600円 枠連： 69，313，500円
馬連： 264，749，100円 馬単： 190，166，400円 ワイド： 119，159，900円
3連複： 358，644，500円 3連単： 823，469，000円 計： 2，083，246，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 310円 � 130円 � 380円 枠 連（7－8） 230円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，860円 �� 780円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 30，520円

票 数

単勝票数 計1062506 的中 � 79189（4番人気）
複勝票数 計1514936 的中 � 101147（5番人気）� 480726（1番人気）� 79349（6番人気）
枠連票数 計 693135 的中 （7－8） 223982（1番人気）
馬連票数 計2647491 的中 �� 211264（3番人気）
馬単票数 計1901664 的中 �� 51493（9番人気）
ワイド票数 計1191599 的中 �� 60875（4番人気）�� 9579（26番人気）�� 38107（9番人気）
3連複票数 計3586445 的中 ��� 47434（14番人気）
3連単票数 計8234690 的中 ��� 19914（78番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．3―12．5―12．5―13．1―13．2―13．1―12．4―11．6―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．3―30．6―43．1―55．6―1：08．7―1：21．9―1：35．0―1：47．4―1：59．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�アンアヴェンジド �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Known Fact デビュー 2012．2．26 中山1着

2009．5．18生 牝4黒鹿 母 Naughty Natisha 母母 Noble Natisha 8戦4勝 賞金 38，757，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エクセルフラッグ号
（非抽選馬）10頭 コスモイフリート号・コスモコルデス号・サトノプリンシパル号・ディアフロイデ号・ドコフクカゼ号・

ナンヨースラッガー号・ハリマノワタリドリ号・メジロカトリーヌ号・ユウターグローバル号・ルシャンベルタン号
※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。

５レース目



（25東京3）第2日 6月2日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 190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

348，360，000円
7，660，000円
7，040，000円
32，040，000円
69，778，500円
5，606，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
1，097，339，300円
1，546，277，800円
986，325，500円
3，656，719，700円
2，044，301，300円
1，315，116，100円
5，117，661，500円
9，504，058，400円
732，669，100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 26，000，468，700円

総入場人員 60，123名 （有料入場人員 57，618名）
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