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15037 6月9日 晴 良 （25東京3）第4日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時15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
1：34．4
1：33．3

重
良

713 デルマハンニャ 牝3鹿 54 石神 深一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 440± 01：38．3 41．1�
59 マキノクィーン 牝3鹿 54 蛯名 正義島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 486＋ 21：38．51� 3．5�
714 ホワイトプラネット 牝3芦 54 木幡 初広石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム 504＋101：39．45 149．3�
816 ビレッジドリーム 牝3栗 54 三浦 皇成村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B482＋101：39．5クビ 55．4�
36 ヤマトダイアンサス 牝3栃栗54 北村 宏司みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 478± 0 〃 ハナ 3．4�
47 フォルテシモ 牝3鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 438＋ 2 〃 クビ 14．3	
24 プ ル ー フ 牝3栗 54 松岡 正海近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 432＋ 21：39．81� 11．0

815 レオソルシエール 牝3鹿 54 内田 博幸田中 博之氏 古賀 慎明 新ひだか 築紫 洋 484＋ 2 〃 アタマ 5．7�
12 アウレオーラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B512－ 21：40．43� 4．7�
11 ディーズリアン 牝3鹿 54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 466＋ 61：41．14 185．1
35 フレイムミーティア 牝3鹿 54 戸崎 圭太嶋田 賢氏 大和田 成 日高 シンコーファーム 448－ 2 〃 ハナ 19．9�
23 オペラトップスター 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生�信岡牧場 矢野 英一 浦河 信岡牧場 470－ 41：41．2� 155．2�
510 ホッカイカトリーヌ 牝3栗 54 中谷 雄太�北海牧場 柴田 政人 日高 若林 武雄 414＋ 41：42．15 385．2�
611 サクラポラリス 牝3黒鹿54 吉田 隼人�さくらコマース尾形 和幸 新ひだか 谷岡牧場 474 ―1：43．27 96．5�
612 リズミックスター 牝3鹿 54 宮崎 北斗小林 久義氏 中川 公成 池田 新田牧場 480＋ 81：44．15 344．5�
48 フジイエロー 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁藤田 達男氏 松永 康利 新冠 佐藤 信広 448± 01：45．710 318．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，067，400円 複勝： 47，680，200円 枠連： 14，132，500円
馬連： 58，288，400円 馬単： 38，903，800円 ワイド： 28，630，800円
3連複： 80，649，500円 3連単： 134，133，700円 計： 423，486，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，110円 複 勝 � 960円 � 170円 � 2，370円 枠 連（5－7） 5，620円

馬 連 �� 7，870円 馬 単 �� 20，750円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 34，560円 �� 8，340円

3 連 複 ��� 321，730円 3 連 単 ��� 2，302，110円

票 数

単勝票数 計 210674 的中 � 4040（8番人気）
複勝票数 計 476802 的中 � 10967（8番人気）� 101069（1番人気）� 4218（10番人気）
枠連票数 計 141325 的中 （5－7） 1859（17番人気）
馬連票数 計 582884 的中 �� 5468（21番人気）
馬単票数 計 389038 的中 �� 1384（47番人気）
ワイド票数 計 286308 的中 �� 3529（20番人気）�� 201（79番人気）�� 839（39番人気）
3連複票数 計 806495 的中 ��� 185（206番人気）
3連単票数 計1341337 的中 ��� 43（1245番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．3―47．9―1：00．7―1：13．3―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマハンニャ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．24 中山15着

2010．3．8生 牝3鹿 母 ワ イ メ ア 母母 シアトルデライター 6戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リズミックスター号・フジイエロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月

9日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンアドーレ号
（非抽選馬） 1頭 ソフトライム号

15038 6月9日 晴 良 （25東京3）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

714 クリーンオトコギ 牡3栗 56 松岡 正海石橋 和夫氏 清水 英克 様似 猿倉牧場 462＋ 61：26．9 52．9�
47 ハリマヤヨサコイ 牡3鹿 56 大庭 和弥西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 B472＋ 2 〃 クビ 74．3�
36 ハイフロンティア 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 484－ 81：27．0クビ 3．5�
24 ヴェルフェン 牡3芦 56 内田 博幸�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 496－ 2 〃 クビ 2．4�
611 ショウナンヤマト 牡3栗 56 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 522－ 41：27．21 3．8	
815 ノボサイボーグ 牡3栗 56 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 462＋ 41：27．41� 11．6

510 ハルズハッピー 牡3芦 56 石橋 脩田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 508 ―1：27．82� 66．3�
48 キーコレクション 牡3栗 56

54 △嶋田 純次北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 450－ 4 〃 ハナ 54．6�
59 ケージーモンブラン 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 476± 01：27．9クビ 18．4
23 オ フ ィ シ エ 牡3鹿 56 戸崎 圭太伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 456＋101：28．85 36．7�
11 フレーズデボワ 牡3栗 56 木幡 初広 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 492－121：29．22� 196．0�
816 シアワセカナウ 牝3栗 54 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 470＋241：29．3� 129．6�
35 ノアビーナス 牝3栗 54 中谷 雄太佐山 公男氏 水野 貴広 浦河 富菜牧場 450＋ 81：30．04 161．7�
612 オレモマッテタゼ 牡3栗 56 武士沢友治�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 508－141：30．85 201．9�
12 エドノマツカゼ 牡3鹿 56 黛 弘人遠藤 喜松氏 尾関 知人 日高 出口牧場 476 ― 〃 アタマ 221．3�
713 ハッピーエビス 牡3鹿 56 西田雄一郎加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 496－ 2 （競走中止） 38．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，770，800円 複勝： 42，958，600円 枠連： 16，673，700円
馬連： 62，141，600円 馬単： 40，811，800円 ワイド： 32，088，300円
3連複： 80，909，400円 3連単： 135，255，100円 計： 438，609，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，290円 複 勝 � 950円 � 1，090円 � 190円 枠 連（4－7） 10，640円

馬 連 �� 98，210円 馬 単 �� 221，470円

ワ イ ド �� 16，460円 �� 2，370円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 113，310円 3 連 単 ��� 1，367，380円

票 数

単勝票数 計 277708 的中 � 4141（8番人気）
複勝票数 計 429586 的中 � 10278（8番人気）� 8810（9番人気）� 77686（3番人気）
枠連票数 計 166737 的中 （4－7） 1157（23番人気）
馬連票数 計 621416 的中 �� 467（74番人気）
馬単票数 計 408118 的中 �� 136（147番人気）
ワイド票数 計 320883 的中 �� 472（70番人気）�� 3379（22番人気）�� 2631（27番人気）
3連複票数 計 809094 的中 ��� 527（158番人気）
3連単票数 計1352551 的中 ��� 73（1186番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．2―13．1―12．7―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．4―36．6―49．7―1：02．4―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 3（5，6）（4，11，10）14（2，7，16）－（1，9）－（8，15）－12＝13 4 ・（3，6）（4，5，11，10，14）－（2，7，16）－（1，9，15）8，12＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリーンオトコギ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2013．4．14 中山13着

2010．5．20生 牡3栗 母 ミスサルデニア 母母 アランヴァンナ 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔競走中止〕 ハッピーエビス号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オーシャン号・カシマルフィ号
（非抽選馬） 5頭 グラスボンズ号・クリアプロフィット号・セイウンアツシゲ号・デラウメイア号・フクノシリウス号

第３回 東京競馬 第４日



15039 6月9日 晴 良 （25東京3）第4日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時15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

612 グランデアリュール 牡3鹿 56 岩田 康誠吉野 弘司氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 480＋ 41：39．2 15．8�
713� ブ ラ ゾ ン 牡3芦 56 横山 典弘前田 幸治氏 尾関 知人 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 456＋ 2 〃 ハナ 16．5�

12 オアフライダー 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 466－ 4 〃 クビ 1．5�
510 カシノラッキー 牡3青鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 462－ 21：39．83� 157．8�
47 ラッキーチケット 牡3鹿 56 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 浦河 ミルファーム 488＋ 21：40．0	 5．4�
48 ダテノソコヂカラ 牝3鹿 54 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 478－101：40．21� 47．0	
35 � サトノロータス 牡3栗 56 戸崎 圭太里見 治氏 古賀 慎明 米 Dr. Masa-

take Iida B470＋ 61：40．3� 11．6

815 プリズンブレーク 牡3青 56 柴田 善臣細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 436＋ 61：40．61	 40．5�
24 クリノアルプス 牝3栗 54 三浦 皇成栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 420－ 2 〃 ハナ 122．4�
611� ホークオブサミット 牡3鹿 56 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 米

Dr. & Mrs. John R Steele, Mr.
& Mrs. Henry Johnson, Don
Ameche III,et

520＋ 2 〃 ハナ 57．1
36 バトルスプレンダー 牡3栗 56 吉田 隼人宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 見上牧場 470± 01：41．02� 241．5�
816 ガルサンダー 牡3鹿 56 平野 優平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 長谷部牧場 484 ―1：42．610 79．6�
11 ア ケ ル ナ ル 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 516 ―1：43．02� 110．1�
714 ブライトアーラ 牝3栗 54 大野 拓弥�岡崎牧場 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 434－121：43．1	 169．3�
23 ニイタカヤマ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太矢野喜代春氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 458＋ 81：43．63 219．7�
59 � ジョイフルティアズ 牝3鹿 54 蛯名 正義 �オリオンファーム 久保田貴士 米 Turner Breed-

ers, LLC 490＋ 2 （競走中止） 13．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，849，600円 複勝： 77，828，800円 枠連： 17，136，200円
馬連： 55，748，700円 馬単： 49，427，400円 ワイド： 31，603，500円
3連複： 86，327，900円 3連単： 166，161，200円 計： 514，083，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 320円 � 330円 � 110円 枠 連（6－7） 4，610円

馬 連 �� 9，180円 馬 単 �� 22，580円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 430円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 60，710円

票 数

単勝票数 計 298496 的中 � 14895（5番人気）
複勝票数 計 778288 的中 � 29894（5番人気）� 28493（6番人気）� 483584（1番人気）
枠連票数 計 171362 的中 （6－7） 2745（12番人気）
馬連票数 計 557487 的中 �� 4486（20番人気）
馬単票数 計 494274 的中 �� 1616（45番人気）
ワイド票数 計 316035 的中 �� 3569（18番人気）�� 19382（4番人気）�� 15892（5番人気）
3連複票数 計 863279 的中 ��� 14626（12番人気）
3連単票数 計1661612 的中 ��� 2020（143番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．1―12．8―12．7―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．6―48．4―1：01．1―1：13．7―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランデアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．1．6 中山6着

2010．5．3生 牡3鹿 母 ゴーファイトウィン 母母 ライラアラウィ 7戦1勝 賞金 7，150，000円
〔競走中止〕 ジョイフルティアズ号は，競走中に疾病〔右腸骨複骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ホークオブサミット号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・14番・16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アシガル号・カゼノサファイア号・シュンアビリティ号・トップギャル号・ルルドバシリカ号
（非抽選馬） 5頭 アルファジニアス号・シャトルダンサー号・ブラックテラー号・マスタープラチナム号・リリコレッジェーロ号

15040 6月9日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京3）第4日 第4競走 ��3，100�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時45分 （芝・ダート）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：22．0良・稍重

57 � アサティスボーイ 牡9鹿 60 石神 深一廣松 金次氏 古賀 慎明 新冠 八木サニー
ファーム 452－ 63：24．3 6．7�

814 シャイニーブラック �6黒鹿61 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 456－ 83：24．72� 38．4�
45 エアペイシェンス 牡7栗 61 高田 潤 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 472＋243：25．76 3．0�
11 � ブ チ カ マ シ 牡9黒鹿61 難波 剛健中西 功氏 加藤 敬二 青森 久保フアーム 480＋ 43：25．8クビ 18．9�
33 アポロマーベリック 牡4鹿 60 草野 太郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 528＋ 43：25．9	 3．5�
22 ア ル バ ト ン 牡6栗 60 西谷 誠	エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 488＋ 6 〃 ハナ 7．5

34 リバーキャッスル 牝8栗 58 植野 貴也河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 442－ 23：26．11 145．9�
46 ジュヌドラゴン 牡6黒鹿60 山本 康志諸江 幸祐氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 482－103：27．27 10．2�
711 ミラクルオブレナ 牡5黒鹿61 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 524± 03：27．83� 20．8
610 オウケンウッド 牡5芦 60 上野 翔福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 438－143：27．9� 15．3�
712� コブラボール 牡9青鹿60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 488＋ 43：28．0クビ 41．2�
813 サーストンムーン 牡6鹿 60 黒岩 悠齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 512± 03：28．42� 108．2�
69 ニシノラブキング 牡7栗 60 小野寺祐太西山 茂行氏 菅原 泰夫 鵡川 西山牧場 488＋ 23：30．6大差 85．6�
58 メジロアマギ 牝5栗 58 大江原 圭岩﨑 伸道氏 黒岩 陽一 浦河 まるとみ冨岡牧場 488＋ 83：30．7� 180．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，303，600円 複勝： 33，266，100円 枠連： 18，443，900円
馬連： 49，989，700円 馬単： 35，974，800円 ワイド： 24，233，700円
3連複： 72，792，900円 3連単： 120，645，000円 計： 379，649，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 730円 � 170円 枠 連（5－8） 7，150円

馬 連 �� 9，370円 馬 単 �� 16，320円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 490円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 11，480円 3 連 単 ��� 97，310円

票 数

単勝票数 計 243036 的中 � 28730（3番人気）
複勝票数 計 332661 的中 � 51601（3番人気）� 8801（10番人気）� 62338（2番人気）
枠連票数 計 184439 的中 （5－8） 1906（25番人気）
馬連票数 計 499897 的中 �� 3941（31番人気）
馬単票数 計 359748 的中 �� 1627（52番人気）
ワイド票数 計 242337 的中 �� 2315（30番人気）�� 13400（3番人気）�� 2655（29番人気）
3連複票数 計 727929 的中 ��� 4682（44番人気）
3連単票数 計1206450 的中 ��� 915（287番人気）
上り 1マイル 1：43．1 4F 51．5－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アサティスボーイ �
�
父 ア サ テ ィ ス �

�
母父 オペラハウス

2004．3．8生 牡9鹿 母 ホクトリベルテ 母母 スキーストーム 障害：4戦2勝 賞金 24，100，000円
地方デビュー 2006．4．26 門別

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アドマイヤサイモン号・カシマシンセイ号・スズカマジェスタ号・トパンガ号・ハッピーティア号・

ピンクジャスミン号・リリースバージョン号
（非抽選馬） 7頭 アドマイヤテンクウ号・グレイドケイ号・トウシンボルト号・パゴダ号・ビーアウェイク号・ボストンプラチナ号・

ボンジュールヒカリ号



15041 6月9日 晴 良 （25東京3）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時35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
1：46．0
1：46．0

良
良

12 マイネルフロスト 牡2芦 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 464 ―1：50．9 13．1�

714 ウインマーレライ 牡2黒鹿54 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 472 ―1：51．22 4．2�
713 ブラックチョコ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 422 ―1：51．62� 39．5�
36 トゥルーモーション 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458 ―1：51．7� 7．9�
47 ランデックディオサ 牝2黒鹿54 田中 勝春簗田 満氏 高市 圭二 日高 大江牧場 448 ―1：51．91	 20．1	
611 ロッカバラード 牡2青鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 430 ―1：52．21� 4．1

23 ナイルエクスプレス 牡2芦 54 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 454 ―1：52．3� 169．3�
35 エリーフェアリー 牝2鹿 54 丸田 恭介谷川 正純氏 松永 康利 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482 ―1：52．61� 78．5�
48 アツカマシー 牡2芦 54 田辺 裕信井上 一郎氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 490 ―1：52．81� 35．7
816 ダイチトゥルース 牡2黒鹿54 津村 明秀 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 440 ―1：52．9� 190．9�
24 ミュゼエクスプレス 牡2栗 54 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 482 ―1：53．43 44．9�
815 ピュアーストレイン 牡2黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 446 ― 〃 アタマ 97．6�
612 ケイツーウラノス 牡2鹿 54 江田 照男楠本 勝美氏 菅原 泰夫 浦河 富塚ファーム 442 ―1：53．61	 145．3�
59 パーティクル 牝2鹿 54 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 522 ―1：53．81	 17．8�
817 ア ピ シ ウ ス 牡2青鹿54 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 502 ― 〃 ハナ 3．0�
510 エゾベンケイ 牡2芦 54 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 新冠 村上 欽哉 458 ―1：54．43� 203．1�
11 ポッドタイム 牡2栗 54 岩田 康誠小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 村田牧場 438 ― （競走中止） 59．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 32，931，100円 複勝： 44，622，600円 枠連： 21，536，200円
馬連： 65，332，700円 馬単： 44，027，000円 ワイド： 32，198，200円
3連複： 81，891，500円 3連単： 129，775，600円 計： 452，314，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 350円 � 190円 � 800円 枠 連（1－7） 1，940円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 960円 �� 3，690円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 22，510円 3 連 単 ��� 154，480円

票 数

単勝票数 計 329311 的中 � 19905（5番人気）
複勝票数 計 446226 的中 � 31484（5番人気）� 80228（3番人気）� 12031（8番人気）
枠連票数 計 215362 的中 （1－7） 8222（8番人気）
馬連票数 計 653327 的中 �� 19873（8番人気）
馬単票数 計 440270 的中 �� 5538（24番人気）
ワイド票数 計 321982 的中 �� 8565（8番人気）�� 2085（35番人気）�� 5123（18番人気）
3連複票数 計 818915 的中 ��� 2685（63番人気）
3連単票数 計1297756 的中 ��� 620（384番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．9―13．5―13．0―12．7―11．7―10．9―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．0―51．5―1：04．5―1：17．2―1：28．9―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F33．7

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

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

マイネルフロスト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2011．3．8生 牡2芦 母 スリースノーグラス 母母 ダイヤモンドスノー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ポッドタイム号は，競走中に異常歩様となったため2コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ウインマーレライ号の騎手丹内祐次は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・16番）
〔調教再審査〕 ポッドタイム号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。

15042 6月9日 晴 良 （25東京3）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13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
1：19．6
1：19．0

良
良

818 トクラットリバー 牝3黒鹿54 北村 宏司吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：22．7 11．0�
12 シェアードワールド 牡3黒鹿56 内田 博幸 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B436－ 6 〃 クビ 3．7�
23 ナデシコニッポン 牝3芦 54 福永 祐一石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 450± 01：22．91 12．6�
24 ソ ウ キ ュ ウ 牝3鹿 54 津村 明秀荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 浦河 伏木田牧場 428－ 4 〃 ハナ 21．0�
36 ディアラブクイーン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 新冠 赤石 久夫 488＋ 81：23．11� 19．2�
48 ブロンドバレット 牝3栗 54 田中 勝春河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 小島牧場 442＋ 4 〃 クビ 19．7	
611 サクラカレン 牝3鹿 54 横山 典弘
さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 436 ―1：23．2� 101．1�
510 ブラザーウインド 牡3栗 56 C．ウィリアムズ �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム B476－ 4 〃 クビ 2．7�

（豪）

817 ワ ン パ ン チ 牡3芦 56
54 △嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B404＋ 2 〃 アタマ 130．7

713 マイネルパイレーツ 牡3栗 56 蛯名 正義 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム 510－ 21：23．41� 7．7�

715 オクタヴィア 牝3鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 古賀 慎明 新ひだか 前田 宗将 404－ 21：23．5� 34．2�
47 ビーナスジュエリー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 454＋ 41：23．71� 15．5�
35 クリノローツェ 牝3黒鹿54 西田雄一郎栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 平山牧場 474＋ 41：23．8� 286．2�
714 ル ザ ン ク 牝3黒鹿54 吉田 隼人村島 昭男氏 松山 将樹 日高 広富牧場 438－ 81：23．9� 84．1�
59 ストロングホールド 	3鹿 56 柴田 善臣岡田 牧雄氏 柴田 政人 日高 ナカノファーム 470 ―1：24．11� 182．2�
816 パーティークィーン 牝3芦 54 松岡 正海
タイヘイ牧場 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 458 ― 〃 クビ 35．5�
612 マイステージ 牝3鹿 54 丸山 元気�酒井牧場 木村 哲也 浦河 酒井牧場 462 ―1：24．42 194．8�
11 リネンワゴン 牝3栗 54 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 青森 オオタ牧場 466＋121：25．25 475．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，721，300円 複勝： 55，577，900円 枠連： 23，902，400円
馬連： 77，373，200円 馬単： 47，326，500円 ワイド： 41，179，400円
3連複： 99，452，000円 3連単： 151，630，100円 計： 531，162，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 310円 � 170円 � 410円 枠 連（1－8） 1，420円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 880円 �� 2，040円 �� 810円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 52，790円

票 数

単勝票数 計 347213 的中 � 24961（4番人気）
複勝票数 計 555779 的中 � 42561（4番人気）� 113873（2番人気）� 29919（5番人気）
枠連票数 計 239024 的中 （1－8） 12434（7番人気）
馬連票数 計 773732 的中 �� 28261（6番人気）
馬単票数 計 473265 的中 �� 7514（17番人気）
ワイド票数 計 411794 的中 �� 11758（8番人気）�� 4789（25番人気）�� 12931（6番人気）
3連複票数 計 994520 的中 ��� 8847（22番人気）
3連単票数 計1516301 的中 ��� 2120（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．1―48．3―59．6―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トクラットリバー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Bering デビュー 2012．6．10 東京2着

2010．3．14生 牝3黒鹿 母 ケープリズバーン 母母 グリーンポーラ 7戦1勝 賞金 8，650，000円
〔制裁〕 ソウキュウ号の騎手津村明秀は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）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） 1頭 メローペ号
（非抽選馬） 4頭 エメラルドリバー号・ダブルアクセル号・ボンジュールココロ号・レイヌドネージュ号
※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。



15043 6月9日 晴 良 （25東京3）第4日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳53�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
2：22．1
2：22．1

良
良

68 マイネルリヒト 牡4鹿 57 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 472－ 42：26．6 8．1�

57 シンボリジャズ 牡3鹿 53 吉田 隼人シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 482± 0 〃 アタマ 19．3�
813 マイネルクレイズ 牡3黒鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 462－202：27．02� 20．4�
11 トーセンワープ 牡3鹿 53 内田 博幸島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム 458－ 6 〃 アタマ 9．3�
812 ダイビングボード 牡3鹿 53 岩田 康誠有限会社シルク高柳 瑞樹 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 512－ 2 〃 クビ 6．0	
56 ガッテンキャンパス 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 454－ 22：27．31� 207．0

69 モ ネ ロ 牡4鹿 57 石橋 脩上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 B456＋ 42：27．4クビ 92．3�
711 ビッグバンドジャズ 牡3黒鹿53 北村 宏司下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 498＋ 4 〃 クビ 3．8
44 ウインフロレゾン 牝4黒鹿55 三浦 皇成�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 462－ 22：27．5� 9．4�
22 シンボリヴァルト 牡5黒鹿57 丸田 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 550－ 22：28．35 62．6�
710 ルイーザシアター 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 500－ 62：29．15 2．9�
33 � スプリングオー 	4黒鹿 57

54 ▲横山 和生栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 444－ 62：30．05 307．6�
45 フェニックスソード 牡5鹿 57 松岡 正海�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 酒井牧場 476－ 6 （競走中止） 81．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，701，900円 複勝： 52，829，700円 枠連： 24，714，600円
馬連： 83，882，000円 馬単： 53，420，100円 ワイド： 36，071，100円
3連複： 99，512，900円 3連単： 190，546，500円 計： 573，678，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 250円 � 590円 � 730円 枠 連（5－6） 5，810円

馬 連 �� 6，290円 馬 単 �� 11，290円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 1，520円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 32，390円 3 連 単 ��� 164，280円

票 数

単勝票数 計 327019 的中 � 32088（4番人気）
複勝票数 計 528297 的中 � 66786（4番人気）� 21908（7番人気）� 17404（8番人気）
枠連票数 計 247146 的中 （5－6） 3141（16番人気）
馬連票数 計 838820 的中 �� 9852（23番人気）
馬単票数 計 534201 的中 �� 3494（41番人気）
ワイド票数 計 360711 的中 �� 5856（21番人気）�� 5924（20番人気）�� 2528（30番人気）
3連複票数 計 995129 的中 ��� 2268（75番人気）
3連単票数 計1905465 的中 ��� 856（388番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．1―13．2―12．8―12．6―12．7―12．2―11．7―11．1―11．4―11．8

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―24．0―37．1―50．3―1：03．1―1：15．7―1：28．4―1：40．6―1：52．3―2：03．4―2：14．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．3
1
3
1－7－8，10，13，4（2，11）6（5，12）9－3
1（7，8）10（13，4，11）（6，2，12）9－3

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

勝馬の
紹 介

マイネルリヒト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．7．23 新潟13着

2009．2．22生 牡4鹿 母 タイキシャイン 母母 タイキトゥインクル 16戦3勝 賞金 22，300，000円
〔競走中止〕 フェニックスソード号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため2コーナーで競走中止。

15044 6月9日 晴 良 （25東京3）第4日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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 7，200，000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

59 ゴールウェイ 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 460± 01：37．8 13．0�
714 タニセンヴォイス 牝4栗 55 戸崎 圭太染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 466＋ 41：37．9� 2．5�
612 ファーマジェンヌ 牝4黒鹿55 内田 博幸中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 508＋ 41：38．22 4．4�
611 ラブミーニキータ 牝5芦 55 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 530＋10 〃 ハナ 7．9�
35 リ ヴ ァ ロ 牝3鹿 52 岩田 康誠四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 450－ 21：38．41 10．0�
24 � ルーナピエーナ 牝5栗 55 宮崎 北斗髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 470－ 4 〃 クビ 94．8�
12 アルボランシー 牝5栗 55

53 △嶋田 純次 	ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 482－141：38．72 182．6

510 マルデデルマ 牝5栗 55

52 ▲横山 和生吉田 哲哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 456－ 41：38．8クビ 61．0�
48 ビーインラプチャー 牝3栗 52 田中 勝春吉田 千津氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428－ 4 〃 アタマ 17．7�
47 スカルラット 牝4栃栗55 江田 照男日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム 478＋ 21：38．9� 38．8�
816 メテオレイン 牝4鹿 55 田辺 裕信亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：39．0クビ 7．6�
11 サンデースイセイ 牝5鹿 55 石橋 脩浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B482＋ 61：39．31� 19．5�
713� ア リ ア ー ヌ 牝4鹿 55 大庭 和弥岩﨑 僖澄氏 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 444－ 41：39．4� 202．1�
815 ラ ヴ ェ ン ナ 牝4黒鹿55 大野 拓弥ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 476－101：40．03� 145．1�
23 � ウインアンブロシア 牝4鹿 55 松岡 正海	ウイン 粕谷 昌央 安平 追分ファーム 442－ 61：41．06 120．3�

（15頭）
36 � オ フ シ ョ ア 牝4鹿 55 三浦 皇成 	グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 35，003，400円 複勝： 54，344，500円 枠連： 27，721，600円
馬連： 80，117，800円 馬単： 51，065，900円 ワイド： 40，634，800円
3連複： 101，574，800円 3連単： 176，194，500円 計： 566，657，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 330円 � 130円 � 170円 枠 連（5－7） 1，800円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 720円 �� 900円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 22，420円

票 数

単勝票数 差引計 350034（返還計 649） 的中 � 21328（6番人気）
複勝票数 差引計 543445（返還計 787） 的中 � 31458（6番人気）� 144773（1番人気）� 83555（2番人気）
枠連票数 差引計 277216（返還計 55） 的中 （5－7） 11395（9番人気）
馬連票数 差引計 801178（返還計 4099） 的中 �� 32511（7番人気）
馬単票数 差引計 510659（返還計 2283） 的中 �� 8305（17番人気）
ワイド票数 差引計 406348（返還計 1212） 的中 �� 12872（8番人気）�� 10091（12番人気）�� 45718（1番人気）
3連複票数 差引計1015748（返還計 7896） 的中 ��� 29545（6番人気）
3連単票数 差引計1761945（返還計 12773） 的中 ��� 5801（63番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―11．8―12．0―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．1―47．9―59．9―1：12．3―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールウェイ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 メジロライアン デビュー 2011．10．1 中山6着

2009．4．18生 牝4鹿 母 メジロシルエット 母母 メジロアンジュ 15戦3勝 賞金 23，480，000円
〔出走取消〕 オフショア号は，疾病〔蕁麻疹〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 チェリービスティー号・マンボマーチ号・レッドティムール号



15045 6月9日 晴 良 （25東京3）第4日 第9競走 ��
��1，400�

み う ら

三 浦 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

23 ケージーハヤブサ 牡4鹿 57 岩田 康誠川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 498＋ 21：24．3 2．7�
35 � タ ー ル タ ン 牡5芦 57 C．ウィリアムズ グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 486－ 6 〃 クビ 14．3�
（豪）

611 スイングエンジン 牡7栗 57 内田 博幸平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 476－ 21：24．4	 40．1�
24 ザストロンシチー 牡5鹿 57 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 484± 01：24．61 26．5�
714 マックスガイ 牡4青鹿57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム B474－ 4 〃 ハナ 3．4�
815 ケイアイクライム 牡6黒鹿57 大野 拓弥亀田 和弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 518－ 21：24．81	 35．9	
713 ダイワモービル 牡5黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 530－ 21：25．01 132．1

47 � セイウンリファイン 牡7鹿 57 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B500＋ 41：25．1	 332．0�
59 クロムレック 牡3栗 54 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 512＋ 41：25．41
 4．6
48 ジャズピアノ 牡6黒鹿57 石橋 脩加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468＋ 21：25．5	 51．1�
816 ピュアマインド 牝5栗 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 458＋ 41：26．03 132．1�
11 � フランキンセンス 牡6鹿 57 西田雄一郎加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム 532± 0 〃 ハナ 126．3�
36 リュクスメジャー 牝4栗 55 戸崎 圭太田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：26．42	 6．9�
12 ロイヤルサルート 牡5栗 57 平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 498－ 61：26．5
 248．1�
510� ヨウメイモン 牡3鹿 54 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 510－ 21：26．6	 161．8�
612 ラ テ ア ー ト 牝5鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：27．98 291．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，440，600円 複勝： 70，240，300円 枠連： 34，062，300円
馬連： 131，529，200円 馬単： 77，457，800円 ワイド： 51，565，400円
3連複： 162，631，600円 3連単： 304，949，500円 計： 879，876，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 300円 � 730円 枠 連（2－3） 660円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，440円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 12，750円 3 連 単 ��� 51，840円

票 数

単勝票数 計 474406 的中 � 142952（1番人気）
複勝票数 計 702403 的中 � 166929（1番人気）� 56672（5番人気）� 19063（8番人気）
枠連票数 計 340623 的中 （2－3） 38661（3番人気）
馬連票数 計1315292 的中 �� 43637（7番人気）
馬単票数 計 774578 的中 �� 15391（14番人気）
ワイド票数 計 515654 的中 �� 17395（7番人気）�� 8749（17番人気）�� 3684（29番人気）
3連複票数 計1626316 的中 ��� 9418（37番人気）
3連単票数 計3049495 的中 ��� 4342（145番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．2―47．3―59．2―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケージーハヤブサ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．7．16 新潟8着

2009．3．18生 牡4鹿 母 ケージーレインボー 母母 ケージービューティ 16戦4勝 賞金 70，246，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）22頭 アルセーヌシチー号・アートオブビーン号・ヴィンテージイヤー号・カネトシリープイン号・カリスマサンスカイ号・

キクノストーム号・グレン号・ジャーグラット号・タガノプリンス号・ダブルスター号・ディアフロイデ号・
テイクエイム号・トウショウロジック号・ドナリサ号・ナムラグーテン号・ネオシーサー号・ブロックコード号・
ベストバウト号・マイネルクローバー号・ラヴェルソナタ号・リックムファサ号・レッツゴーマークン号

※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。

15046 6月9日 晴 良 （25東京3）第4日 第10競走 ��
��1，600�

た ま が わ

多摩川ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，24．6．9以降25．6．2まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

713 サトノギャラント 牡4黒鹿58 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498＋ 41：33．6 3．9�
714 ゴールデンナンバー 牝4栗 55 福永 祐一池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 2 〃 アタマ 5．5�
11 � ノーブルジュエリー 牝5黒鹿54 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm 510＋ 21：33．81� 9．3�
35 プランスデトワール 牡5芦 55 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478－ 21：33．9	 30．4�
510 ヒラボクインパクト 牡5鹿 55 蛯名 正義�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 474－121：34．0
 8．7	
816 タイキエイワン 牝6黒鹿51 丸田 恭介�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 460－ 41：34．21� 140．1

12 トーセンベニザクラ 牝4黒鹿55．5 田中 勝春島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム 446＋ 2 〃 ハナ 14．6�
24 � ロードロックスター 牡7鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 508± 01：34．3クビ 37．4
818 ラインジェシカ 牝6栗 53 津村 明秀大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 502± 0 〃 ハナ 144．8�
47 パワースポット 牝5鹿 53 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 466－ 6 〃 ハナ 10．3�
611 ダンスファンタジア 牝5鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476＋ 8 〃 ハナ 7．3�
715 ホーカーテンペスト 牡4栗 57．5 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：34．4
 13．9�

（豪）

817 トゥザサミット 牡6鹿 55 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 452± 01：34．61� 25．2�
612 リ ン ゴ ッ ト �5栗 54 勝浦 正樹吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 514－ 2 〃 ハナ 73．6�
36 ノーブルディード 牡5黒鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム 498－101：34．7
 225．4�
48 ミカエルビスティー 牡6黒鹿55 三浦 皇成備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 アタマ 192．0�
59 メジャーアスリート 牡4栗 57 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 508＋ 2 〃 クビ 48．0�
23 ミヤビファルネーゼ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 484－ 21：35．44 15．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，876，900円 複勝： 87，760，000円 枠連： 52，051，900円
馬連： 191，480，900円 馬単： 98，500，700円 ワイド： 70，855，000円
3連複： 250，349，400円 3連単： 423，335，400円 計： 1，225，210，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 200円 � 280円 枠 連（7－7） 580円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 610円 �� 860円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 15，750円

票 数

単勝票数 計 508769 的中 � 104094（1番人気）
複勝票数 計 877600 的中 � 156348（1番人気）� 116857（2番人気）� 72389（5番人気）
枠連票数 計 520519 的中 （7－7） 66702（2番人気）
馬連票数 計1914809 的中 �� 98141（1番人気）
馬単票数 計 985007 的中 �� 32489（1番人気）
ワイド票数 計 708550 的中 �� 29388（1番人気）�� 20199（4番人気）�� 20425（3番人気）
3連複票数 計2503494 的中 ��� 49868（2番人気）
3連単票数 計4233354 的中 ��� 19844（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．0―12．5―12．5―11．1―10．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．5―48．0―1：00．5―1：11．6―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．1
3 12，6（1，5）（4，16）（2，10）（8，13）（9，17）（11，14）15－（7，18）3 4 12（6，5）1（4，16）（2，10，13）（8，9，14，17，15）11（7，18，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノギャラント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．8．21 札幌3着

2009．2．13生 牡4黒鹿 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス 11戦5勝 賞金 80，733，000円
※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 サンブルエミューズ号・マーブルデイビー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目 ３レース目



15047 6月9日 晴 良 （25東京3）第4日 第11競走 ��
��1，800�第30回エプソムカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳
52�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

エプソム競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 546，000円 156，000円 78，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

33 ク ラ レ ン ト 牡4栗 56 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 490＋101：45．7 6．8�
813 ジャスタウェイ 牡4鹿 56 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋10 〃 ハナ 6．2�
11 	 サンレイレーザー 牡4鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 516－ 41：45．8
 11．4�
22 リルダヴァル 牡6栗 56 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502－ 41：45．9
 8．4�

（豪）

69 ファイナルフォーム 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 534＋ 21：46．0クビ 4．7�
45 サクラアルディート 牡5鹿 56 横山 典弘	さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 478－ 6 〃 クビ 16．5

814 サトノアポロ 牡5黒鹿56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500－ 81：46．1
 4．5�
712 シルクアーネスト 牡6栗 56 内田 博幸有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 500－ 81：46．2クビ 41．0�
34 ア カ ン サ ス 牝5青 54 柴山 雄一	Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 クビ 123．1
57 アドマイヤタイシ 牡6黒鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 41：46．3クビ 7．2�
58 � セイウンジャガーズ 牡6黒鹿56 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud 476－ 41：46．51� 50．9�
46 ドリームバスケット 牡6栗 56 柴田 善臣セゾンレースホース	 池上 昌弘 日高 荒井ファーム 462＋ 6 〃 ハナ 169．5�
610 タムロスカイ 牡6栗 56 田中 勝春谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 492± 0 〃 ハナ 19．5�
711 スズジュピター 牡8黒鹿56 津村 明秀小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム 476± 01：46．7
 314．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 191，915，200円 複勝： 326，283，600円 枠連： 156，861，700円 馬連： 782，608，000円 馬単： 387，521，100円
ワイド： 260，496，500円 3連複： 1，084，740，600円 3連単： 2，012，831，800円 5重勝： 694，905，700円 計： 5，898，164，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 290円 � 260円 � 370円 枠 連（3－8） 800円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，350円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 8，380円 3 連 単 ��� 34，300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����� 1，490，820円

票 数

単勝票数 計1919152 的中 � 224019（4番人気）
複勝票数 計3262836 的中 � 302049（5番人気）� 354656（4番人気）� 221500（7番人気）
枠連票数 計1568617 的中 （3－8） 144943（3番人気）
馬連票数 計7826080 的中 �� 275858（9番人気）
馬単票数 計3875211 的中 �� 75970（15番人気）
ワイド票数 計2604965 的中 �� 68449（13番人気）�� 47496（20番人気）�� 40772（25番人気）
3連複票数 計10847406 的中 ��� 95608（36番人気）
3連単票数 計20128318 的中 ��� 43309（127番人気）
5重勝票数 差引計6949057（返還計 25237） 的中 ����� 344

ハロンタイム 12．7―10．8―11．6―11．8―12．0―12．1―12．0―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―35．1―46．9―58．9―1：11．0―1：23．0―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ク ラ レ ン ト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．7．16 京都1着

2009．3．2生 牡4栗 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 14戦5勝 賞金 196，463，000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。

15048 6月9日 晴 良 （25東京3）第4日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時20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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

714 ヘアーオブザドッグ 牡4鹿 57 北村 宏司平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 508－ 21：25．1 2．5�
713 タ サ ジ ャ ラ 牡3鹿 54 内田 博幸 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B514± 0 〃 クビ 7．3�
48 カネトシミント 牡4黒鹿57 蛯名 正義兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 508＋161：25．63 4．2�
11 アップルハウス 牡3青鹿54 大野 拓弥新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 450± 01：26．02� 19．6�
815 トミケンプレミオ 牡3鹿 54 松岡 正海冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 500＋ 41：26．1� 9．5�
611 スワンボート 牡3鹿 54 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 452± 01：26．31� 7．2�
59 マースストロング 牡4栗 57 田辺 裕信キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 鮫川 啓一 B472－ 41：26．4� 37．9	
816 オ リ ジ ン 	5鹿 57 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム 470－ 41：26．5� 13．1

510
 ギフテッドスマイル 牡4青鹿57 丸田 恭介森 保彦氏 和田 雄二 青森 マルシチ牧場 454－151：26．71� 135．8�
47 
 スズカアタック 牡5青 57 西村 太一永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 444＋ 41：26．8� 318．2�
36 
 タ ト ゥ ー ン 牝5鹿 55 丹内 祐次戸山 昌彦氏 南田美知雄 新ひだか 田中 裕之 474－ 21：27．75 468．4
612 ジャストザオネスト 牡3黒鹿54 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 466－ 41：27．91 60．7�
35 ス ペ リ オ ル 牝3黒鹿52 吉田 隼人下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B478－ 61：28．0� 27．8�
12 
 サザランディー 牝3黒鹿52 津村 明秀�村田牧場 鈴木 伸尋 新冠 村田牧場 452－ 61：28．1� 128．6�
24 
 ヤマノクリスタル 牝4青鹿55 藤岡 康太山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 462＋141：28．52� 264．0�
23 エドノキミツ 牡3栗 54 田中 博康遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 482＋ 71：29．77 242．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，070，800円 複勝： 90，102，700円 枠連： 55，565，800円
馬連： 176，139，300円 馬単： 104，212，900円 ワイド： 79，011，900円
3連複： 234，228，400円 3連単： 476，453，700円 計： 1，284，785，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 200円 � 160円 枠 連（7－7） 970円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 310円 �� 230円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 6，270円

票 数

単勝票数 計 690708 的中 � 222121（1番人気）
複勝票数 計 901027 的中 � 223130（1番人気）� 102375（3番人気）� 145795（2番人気）
枠連票数 計 555658 的中 （7－7） 42367（4番人気）
馬連票数 計1761393 的中 �� 139989（2番人気）
馬単票数 計1042129 的中 �� 49067（3番人気）
ワイド票数 計 790119 的中 �� 64971（2番人気）�� 95505（1番人気）�� 30898（5番人気）
3連複票数 計2342284 的中 ��� 138029（1番人気）
3連単票数 計4764537 的中 ��� 56142（6番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．7―12．8―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．3―48．0―1：00．8―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘアーオブザドッグ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2011．12．24 中山5着

2009．4．23生 牡4鹿 母 ヤサカシーズン 母母 ビーマイコンキスタドール 14戦3勝 賞金 30，170，000円
〔騎手変更〕 スペリオル号の騎手山崎亮誠は，病気のため吉田隼人に変更。
※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） 2頭 トミケンウエスト号・ロードエストレーラ号
（非抽選馬） 2頭 シゲルクルミ号・バイタルフォルム号

５レース目



（25東京3）第4日 6月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 189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

248，940，000円
6，220，000円
1，830，000円
22，760，000円
69，820，500円
5，826，800円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
597，652，600円
983，495，000円
462，802，800円
1，814，631，500円
1，028，649，800円
728，568，600円
2，435，060，900円
4，421，912，100円
694，905，700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 13，167，679，000円

総入場人員 35，867名 （有料入場人員 34，202名）
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