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15085 6月23日 晴 稍重 （25東京3）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走9時55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

510 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± 01：25．0 1．7�
714 フレックスハート 牝3鹿 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B466－ 41：25．31� 6．0�
35 マプティット 牝3鹿 54 横山 典弘 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：26．15 12．2�
23 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 492－ 4 〃 クビ 8．9�
48 アーケオプテリクス 牝3鹿 54 松岡 正海佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：26．31 15．4�
36 ドリームサンサン 牝3黒鹿54 吉原 寛人ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 41：27．04 48．8	

（金沢）

612 シャインエフェクト 牝3芦 54 石橋 脩皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 452± 0 〃 ハナ 14．6

24 ブロンドムスタング 牝3栗 54 田辺 裕信髙野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 462－ 81：27．1クビ 24．2�
816 ハーツオブテキサス 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次吉田 千津氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 アタマ 17．6�
59 ナスケンプレアデス 牝3黒鹿54 増沢由貴子那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 458＋ 21：27．42 303．5
47 アワードリング 牝3栗 54 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 434＋ 41：27．72 102．8�
12 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 430－ 61：27．8� 327．2�
11 スイートマズルカ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B460＋ 41：28．12 315．6�
815 サンシャインレディ 牝3青 54 大庭 和弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 440＋ 41：28．41� 77．9�
611 ハッピーハート 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真志村 康徳氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 460＋ 81：29．03� 457．9�
713 ロトクリスティ 牝3栗 54 江田 照男國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 古本 正則 438＋ 21：33．3大差 185．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，219，600円 複勝： 64，688，000円 枠連： 12，126，800円
馬連： 46，184，400円 馬単： 36，586，500円 ワイド： 22，275，400円
3連複： 67，124，300円 3連単： 120，126，100円 計： 389，331，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 � 200円 枠 連（5－7） 650円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 330円 �� 290円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 5，780円

票 数

単勝票数 計 202196 的中 � 97603（1番人気）
複勝票数 計 646880 的中 � 446011（1番人気）� 30021（4番人気）� 35364（2番人気）
枠連票数 計 121268 的中 （5－7） 13829（3番人気）
馬連票数 計 461844 的中 �� 56803（1番人気）
馬単票数 計 365865 的中 �� 26655（4番人気）
ワイド票数 計 222754 的中 �� 17498（4番人気）�� 21084（1番人気）�� 4950（12番人気）
3連複票数 計 671243 的中 ��� 27907（6番人気）
3連単票数 計1201261 的中 ��� 15357（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．5―47．9―1：00．5―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルデグロリア �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．8．25 新潟6着

2010．5．13生 牝3栗 母 イースタンロマン 母母 スズノグロリア 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 アンプールトゥ号の騎手西村太一は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金30，000円。
〔その他〕 ロトクリスティ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用

を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダームブランシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

15086 6月23日 晴 稍重 （25東京3）第8日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時20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

713 エピローグブリッジ 牡3栗 56 戸崎 圭太�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± 01：39．2 6．5�

612 ゴールドボンド 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 490＋ 2 〃 ハナ 26．5�
611 ゴールデンソウル 牡3栗 56 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 土田 扶美子 440± 0 〃 ハナ 3．2�
24 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 454－ 61：39．62� 27．9�
816 クイックスパイダー 牡3栗 56 横山 典弘菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 464± 0 〃 クビ 4．0	
48 マイネルゴスホーク 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 500＋ 21：40．45 3．9

815 グロリアーレ 牡3鹿 56 伊藤 工真 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 498＋ 21：40．6� 236．2�
23 カシノコゴロウ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 462± 0 〃 クビ 37．4�
59 ケージーモンブラン 牡3鹿 56 江田 照男川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 480＋ 41：41．02� 53．2
36 ガイディングライト 牡3鹿 56 吉原 寛人 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 6 〃 クビ 60．8�
（金沢）

35 アルファトライ 牡3鹿 56 大庭 和弥�貴悦 清水 英克 新ひだか 澤田 嘉隆 494－ 41：41．1クビ 122．4�
510 コンテベルデ 牡3青鹿56 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 460－ 41：41．2� 15．6�
12 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 466＋ 41：41．41� 35．1�
714 サザンビクトル 牡3鹿 56 松岡 正海南波 壽氏 武藤 善則 浦河 渡辺牧場 486＋ 6 〃 アタマ 27．4�
47 イラッシャイマセ 牡3栗 56 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 日高 法理牧場 482＋ 21：41．5� 166．9�
11 ワンダリングブルー 牡3栗 56

54 △嶋田 純次 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 448－ 61：42．99 254．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，102，000円 複勝： 30，830，600円 枠連： 11，390，900円
馬連： 44，682，800円 馬単： 29，610，700円 ワイド： 21，904，100円
3連複： 62，196，300円 3連単： 100，832，300円 計： 319，549，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 240円 � 790円 � 150円 枠 連（6－7） 780円

馬 連 �� 10，630円 馬 単 �� 19，530円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 470円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 65，340円

票 数

単勝票数 計 181020 的中 � 21995（4番人気）
複勝票数 計 308306 的中 � 33824（4番人気）� 7544（10番人気）� 70800（1番人気）
枠連票数 計 113909 的中 （6－7） 10900（3番人気）
馬連票数 計 446828 的中 �� 3103（29番人気）
馬単票数 計 296107 的中 �� 1119（54番人気）
ワイド票数 計 219041 的中 �� 1941（28番人気）�� 12561（4番人気）�� 3502（15番人気）
3連複票数 計 621963 的中 ��� 6001（22番人気）
3連単票数 計1008323 的中 ��� 1139（183番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．5―12．9―12．9―11．9―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．8―49．7―1：02．6―1：14．5―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エピローグブリッジ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Vicar デビュー 2012．10．28 東京2着

2010．4．27生 牡3栗 母 ヴェストリーレディ 母母 Episode 5戦1勝 賞金 8，090，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 東京競馬 第８日



15087 6月23日 晴 稍重 （25東京3）第8日 第3競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時50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

612 ダイワフォスター 牡3鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 440＋122：13．5 32．5�
714 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 470－ 42：14．13� 3．9�
510 ボーラキアーラ 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム B466－ 4 〃 クビ 14．6�
12 キルタンサス 牡3栗 56 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 446± 02：14．42 25．2�
816 セプテントリオ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �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± 02：14．5クビ 2．6	
23 ルルドノヒトミ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞爺湖 メジロ牧場 B498± 02：14．82 13．1

611 スキャットマン 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 448－ 4 〃 ハナ 533．8�
11 スキルアップ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗石川 達絵氏 田中 剛 新ひだか 斉藤スタッド B492＋ 42：15．01� 126．7�
48 キ ン シ バ イ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 510＋ 2 〃 ハナ 91．9
24 ヤマニンビルトゥズ 牡3鹿 56 江田 照男土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 500＋ 62：15．1� 7．2�
36 クリスフォンテン �3黒鹿56 嘉藤 貴行吉橋 計氏 柴崎 勇 登別 登別上水牧場 436－ 42：15．3� 26．7�
47 ア ル テ ル フ 牡3鹿 56 石橋 脩平口 信行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 464＋ 22：15．61� 66．0�
815 ウインプライズ 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 460± 02：15．81 7．8�
35 プレドマンシュ 牝3鹿 54 武士沢友治 �社台レースホース池上 昌弘 新冠 追分ファーム 506± 02：16．97 27．4�
59 ダムールフォンテン 牡3青鹿56 横山 義行吉橋 計氏 高橋 裕 えりも 寺井 文秀 518＋ 42：21．2大差 549．7�
713 ブラックファントム 牡3黒鹿56 吉原 寛人 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 504－ 82：21．94 39．0�

（金沢）

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，435，800円 複勝： 43，637，800円 枠連： 18，942，800円
馬連： 55，299，200円 馬単： 38，011，800円 ワイド： 29，239，300円
3連複： 84，810，900円 3連単： 126，565，400円 計： 419，943，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，250円 複 勝 � 670円 � 190円 � 420円 枠 連（6－7） 6，100円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 11，970円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 4，980円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 34，660円 3 連 単 ��� 277，170円

票 数

単勝票数 計 234358 的中 � 5698（10番人気）
複勝票数 計 436378 的中 � 14487（9番人気）� 78821（2番人気）� 25392（6番人気）
枠連票数 計 189428 的中 （6－7） 2294（17番人気）
馬連票数 計 552992 的中 �� 6173（24番人気）
馬単票数 計 380118 的中 �� 2345（44番人気）
ワイド票数 計 292393 的中 �� 4972（17番人気）�� 1407（48番人気）�� 5841（14番人気）
3連複票数 計 848109 的中 ��� 1806（91番人気）
3連単票数 計1265654 的中 ��� 337（623番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．8―13．1―12．9―12．7―13．0―12．7―12．3―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．3―31．1―44．2―57．1―1：09．8―1：22．8―1：35．5―1：47．8―2：00．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワフォスター �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．23 中山14着

2010．4．20生 牡3鹿 母 マジックキス 母母 コランデアガール 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックファントム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月23日まで平地

競走に出走できない。
ダムールフォンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月23日まで平
地競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ディーズリアン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

15088 6月23日 晴 良 （25東京3）第8日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時20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

612 スピーディユウマ 牝3青鹿54 石橋 脩竹國美枝子氏 鈴木 康弘 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420 ―1：22．5 8．4�

23 メリーウェザー 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 504＋14 〃 ハナ 2．4�
611 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 484－ 21：22．92� 3．9�
12 ドリームリヴァール �3黒鹿56 大庭 和弥セゾンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 444＋121：23．0� 49．5�
47 ド ミ ン ゴ 牡3鹿 56 田辺 裕信千田 幸信氏 田中 剛 新冠 アラキフアーム 482－ 2 〃 ハナ 4．7	
713 グッドフューチャー 牝3青鹿54 吉田 豊松尾 正氏 小野 次郎 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 458＋101：23．1	 93．3

714 アイノタマテバコ 牝3黒鹿54 横山 典弘國分 純氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 434＋101：23．31� 16．9�
815 アキノハート 牝3栗 54 吉原 寛人穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 佐竹 学 468± 01：23．4� 29．6�

（金沢）

36 レ ー ス ル 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 410＋ 41：23．61
 337．6

59 エメラルドリバー 牝3黒鹿54 中谷 雄太 �グリーンファーム和田正一郎 千歳 社台ファーム 422－ 21：23．7クビ 41．2�
35 ラピッズトウショウ 牝3栗 54 武士沢友治トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 430＋ 6 〃 クビ 258．9�
24 � ルヴィロンザ 牝3青鹿 54

52 △嶋田 純次窪田 康志氏 菊沢 隆徳 米 Masatake
Iida DVM 442＋121：24．23 28．8�

48 スイートポルカ 牝3芦 54 伊藤 工真和田 啓子氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 444＋221：24．41
 98．1�
11 タイキミホクイーン 牝3黒鹿54 江田 照男�大樹ファーム 高木 登 大樹 大樹ファーム 440＋ 61：24．71	 46．5�
510 コフユチェリー 牝3青鹿54 嘉藤 貴行チエリー商事� 嶋田 潤 新ひだか 嶋田牧場 B454－ 81：24．91
 145．3�
816 サマーカエラ 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠セゾンレースホース� 高橋 祥泰 安平 追分ファーム B428＋141：25．43 62．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，499，000円 複勝： 35，204，100円 枠連： 19，406，900円
馬連： 56，503，900円 馬単： 37，936，400円 ワイド： 25，483，400円
3連複： 68，922，500円 3連単： 114，529，700円 計： 385，485，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 230円 � 140円 � 160円 枠 連（2－6） 320円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 560円 �� 520円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 10，870円

票 数

単勝票数 計 274990 的中 � 25848（4番人気）
複勝票数 計 352041 的中 � 32490（4番人気）� 83692（1番人気）� 61059（3番人気）
枠連票数 計 194069 的中 （2－6） 46033（1番人気）
馬連票数 計 565039 的中 �� 32223（4番人気）
馬単票数 計 379364 的中 �� 9867（10番人気）
ワイド票数 計 254834 的中 �� 10638（6番人気）�� 11563（4番人気）�� 23166（2番人気）
3連複票数 計 689225 的中 ��� 35507（2番人気）
3連単票数 計1145297 的中 ��� 7779（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．1―47．0―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピーディユウマ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2010．4．11生 牝3青鹿 母 クイックセイコー 母母 ス コ ー ル イ 1戦1勝 賞金 4，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デンカノホウトウ号
（非抽選馬） 3頭 ショウナンマリッジ号・ミヤビアンジェロ号・ルミノハレブタイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



15089 6月23日 晴 良 （25東京3）第8日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時10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

48 マイネグラティア 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 426 ―1：37．4 15．8�
12 ドリームティアラ 牝2栗 54 横山 典弘吉田 和子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486 ―1：37．5� 2．5�
713 キョウエイダルク 牝2鹿 54 吉原 寛人田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 430 ― 〃 クビ 18．0�

（金沢）

11 ベルプラージュ 牝2黒鹿54 吉田 豊 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 446 ―1：37．6クビ 7．0�
24 キネオダンサー 牝2鹿 54 田辺 裕信ジャパンフードビジネス� 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 464 ―1：37．91� 8．4	
59 ディアジースター 牡2栗 54 伊藤 工真ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 434 ― 〃 クビ 149．2

612 コスモミヅハノメ 牝2黒鹿54 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 418 ―1：38．0� 120．2�
23 コスモツケマ 牝2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 438 ―1：38．1� 46．1�
815 レッドウォーリア 牡2黒鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498 ―1：38．2� 5．0
611 トライアゲイン 牡2鹿 54 石橋 脩�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478 ― 〃 クビ 37．7�
47 コスモディクシー 牡2黒鹿 54

52 △嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 454 ―1：38．51� 173．4�

36 ア ル バ ー ト 牡2栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472 ―1：38．81� 6．6�
35 カンタベリーツルギ 牡2鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 430 ―1：39．11� 141．8�
510 フ ク ノ ト リ 牡2黒鹿54 江田 照男小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 436 ―1：39．63 47．9�
816 メイショウカイモン 牡2鹿 54 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 470 ―1：39．92 78．5�
714 オキテスグメシ 牡2栗 54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 434 ―1：40．0� 89．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，788，900円 複勝： 38，447，200円 枠連： 19，662，500円
馬連： 58，569，800円 馬単： 41，714，400円 ワイド： 29，269，100円
3連複： 75，866，300円 3連単： 127，745，100円 計： 420，063，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 340円 � 140円 � 420円 枠 連（1－4） 1，240円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，040円 �� 810円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 47，500円

票 数

単勝票数 計 287889 的中 � 14382（6番人気）
複勝票数 計 384472 的中 � 24343（6番人気）� 104812（1番人気）� 18960（7番人気）
枠連票数 計 196625 的中 （1－4） 11786（5番人気）
馬連票数 計 585698 的中 �� 32676（5番人気）
馬単票数 計 417144 的中 �� 6923（15番人気）
ワイド票数 計 292691 的中 �� 11524（5番人気）�� 3370（24番人気）�� 9041（8番人気）
3連複票数 計 758663 的中 ��� 10232（18番人気）
3連単票数 計1277451 的中 ��� 1985（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．4―38．0―50．5―1：02．4―1：13．8―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 ・（10，13）（15，16）（1，9）（3，12）2（4，5，8）6（7，11）－14 4 ・（10，13）15，16（1，9）（2，12）3（4，8）（7，5）6－（14，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネグラティア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Broad Brush 初出走

2011．1．23生 牝2黒鹿 母 キーチェスターバーン 母母 Christiecat 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 オキテスグメシ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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 イエローストーン号・トーセンカーネル号・モークン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

15090 6月23日 晴 稍重 （25東京3）第8日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

59 オアフライダー 牡3鹿 56 吉田 豊 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 466± 01：39．2 2．7�
815 ネオヴァンデロア 牡3黒鹿56 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 516－ 2 〃 ハナ 9．5�
714 サルジェンツチェリ 牡3芦 56 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 464－ 21：39．3� 24．7�
611 サーマウント 牡3鹿 56 田辺 裕信前田 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 476－ 61：39．62 8．5�
47 エルドリッジ 牡3青鹿56 石橋 脩一村 哲也氏 白井 寿昭 むかわ 桑原牧場 510＋ 61：39．7� 5．8�
11 ワイピオバレー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470 ―1：39．8� 10．6	
35 � 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） 454－ 21：39．9� 3．8


510 グ リ ー ド 牝3鹿 54
52 △嶋田 純次田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504－ 21：40．0	 30．4�

24 ベルウッドテッペン 牡3鹿 56 吉原 寛人鈴木 照雄氏 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 488－10 〃 アタマ 36．9�
（金沢）

12 ビービーラッシュ 牡3芦 56 柴田 大知坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 B468－ 41：41．17 94．8�
612 クリノマナスル 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真栗本 博晴氏 成島 英春 日高 日西牧場 446＋ 61：41．52� 613．6�
713 モンサンサターン 牡3鹿 56 江田 照男山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 478－ 21：41．6� 383．0�
48 グラスボンズ 牡3栗 56 中谷 雄太半沢 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 161．6�
816 ボンボニエール 牝3芦 54

51 ▲長岡 禎仁丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 村田牧場 436± 01：42．02� 558．7�
36 オクタヴィア 牝3鹿 54 松岡 正海岡田 牧雄氏 古賀 慎明 新ひだか 前田 宗将 404± 01：42．85 100．3�
23 トレッドオンエアー 
3黒鹿56 二本柳 壮有限会社シルク武市 康男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－181：45．2大差 270．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，467，300円 複勝： 45，293，300円 枠連： 16，391，800円
馬連： 69，259，100円 馬単： 45，691，100円 ワイド： 32，295，800円
3連複： 85，325，200円 3連単： 147，727，700円 計： 474，451，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 220円 � 440円 枠 連（5－8） 1，230円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 510円 �� 840円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 19，190円

票 数

単勝票数 計 324673 的中 � 95508（1番人気）
複勝票数 計 452933 的中 � 114357（1番人気）� 50442（4番人気）� 20438（7番人気）
枠連票数 計 163918 的中 （5－8） 9874（5番人気）
馬連票数 計 692591 的中 �� 40658（5番人気）
馬単票数 計 456911 的中 �� 16408（6番人気）
ワイド票数 計 322958 的中 �� 16677（5番人気）�� 9445（12番人気）�� 4497（17番人気）
3連複票数 計 853252 的中 ��� 12272（16番人気）
3連単票数 計1477277 的中 ��� 5682（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．4―49．5―1：02．4―1：14．7―1：26．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オアフライダー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．25 東京3着

2010．4．23生 牡3鹿 母 ハ レ ク ラ ニ 母母 エリモエクセル 10戦1勝 賞金 17，700，000円
〔制裁〕 オアフライダー号の騎手吉田豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレッドオンエアー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月23日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



15091 6月23日 晴 稍重 （25東京3）第8日 第7競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

714� アランルース �5栃栗57 吉原 寛人�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 452＋ 21：17．7 14．5�
（金沢）

713 カネトシミント 牡4黒鹿57 石橋 脩兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 506－ 2 〃 クビ 11．4�
611 フルヒロボーイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 522－ 61：18．02 2．5�
510 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± 01：18．1� 11．6�
612 コーリンギデオン 牡4鹿 57 松岡 正海伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 468＋ 21：18．31� 16．4	
12 サンダーオーシャン 牡3鹿 54 横山 典弘千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 498± 01：18．51 8．2

23 エムエムアリオーン 牡3芦 54 吉田 豊久保 佳和氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 526－ 61：18．6� 5．4�
47 リバティーアゲイン 牡4青鹿57 北村 宏司阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 488－ 21：18．81	 29．0�
11 タニセンジャッキー 牡4鹿 57 江田 照男染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 476－ 8 〃 ハナ 6．3
35 エ ス ト ー ケ 牡3鹿 54 武士沢友治山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 出羽牧場 490＋161：19．33 148．7�
816 コスモポーラベア 牡4芦 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 沼田 照秋 496－11 〃 ハナ 232．1�
815 ケイアイエイト 牡3鹿 54

52 △嶋田 純次亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 490＋ 21：19．62 34．5�
24 � サ ル タ ヒ コ �4栗 57

54 ▲山崎 亮誠松田 整二氏 畠山 重則 千歳 社台ファーム 532－101：20．66 403．4�
59 � ジェイフォース 牡4栗 57

54 ▲長岡 禎仁前迫 義幸氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 498－ 61：20．7� 300．3�
36 サンマルマズル 牡3鹿 54 嘉藤 貴行相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 474＋ 41：21．12� 263．5�

（15頭）
48 ヒカリホクサイ �4鹿 57 中谷 雄太�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 464± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，832，600円 複勝： 61，042，700円 枠連： 26，034，500円
馬連： 84，863，700円 馬単： 50，836，500円 ワイド： 37，897，000円
3連複： 102，247，600円 3連単： 168，932，700円 計： 565，687，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 350円 � 230円 � 140円 枠 連（7－7） 5，280円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 12，880円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 830円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 44，360円

票 数

単勝票数 差引計 338326（返還計 1016） 的中 � 18409（7番人気）
複勝票数 差引計 610427（返還計 3285） 的中 � 36199（7番人気）� 66172（4番人気）� 151366（1番人気）
枠連票数 差引計 260345（返還計 154） 的中 （7－7） 3643（16番人気）
馬連票数 差引計 848637（返還計 8773） 的中 �� 12001（24番人気）
馬単票数 差引計 508365（返還計 6405） 的中 �� 2913（52番人気）
ワイド票数 差引計 378970（返還計 5559） 的中 �� 6609（23番人気）�� 11200（8番人気）�� 20133（3番人気）
3連複票数 差引計1022476（返還計 21134） 的中 ��� 19440（13番人気）
3連単票数 差引計1689327（返還計 35922） 的中 ��� 2811（152番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―11．7―12．1―11．8―11．6―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．4―30．1―42．2―54．0―1：05．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アランルース �
�
父 マリエンバード �

�
母父 トワイニング

2008．4．1生 �5栃栗 母 フローリッシュ 母母 カチウマキャシー 21戦2勝 賞金 34，530，000円
初出走 JRA

〔競走除外〕 ヒカリホクサイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔四肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時
刻6分遅延。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヒカリホクサイ号は，平成25年6月24日から平成25年7月23日まで出走停止。停止期間の満了後
に開催競馬場で発走調教再審査。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マサノボラーレビア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

15092 6月23日 晴 良 （25東京3）第8日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，200，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

56 トーセンアルニカ 牝3鹿 52 武士沢友治島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム 434－ 42：03．9 15．0�

11 ディオベルタ 牝4栃栗 55
52 ▲長岡 禎仁 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 460＋102：04．11 1．8�

710 トーセンオーラ 牝4鹿 55 北村 宏司島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 454± 02：04．2� 6．3�
22 アナンジュパス 牝4鹿 55 田辺 裕信�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：04．41� 8．7	
79 ヴェリタラブ 牝3鹿 52 柴田 大知山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 434＋ 8 〃 ハナ 65．3

55 リングネブラ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460＋ 8 〃 クビ 6．8�
67 セ ミ ニ ョ ン 牝5鹿 55 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 466＋122：04．5クビ 27．9�
68 ルネッタアスール 牝4鹿 55 江田 照男青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 クビ 11．5
812 ノーブルジュピタ 牝3鹿 52

50 △嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 444＋12 〃 アタマ 165．3�
811 ア ソ ル ー タ 牝5栗 55 吉原 寛人 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：04．71� 29．5�

（金沢）

33 ボディーダンシング 牝3鹿 52 横山 典弘吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 442＋ 6 〃 クビ 44．0�
44 クニコチャン 牝4栗 55 宮崎 北斗髙岡 義雄氏 矢野 英一 新冠 アサヒ牧場 B468＋10 （競走中止） 155．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，630，600円 複勝： 48，644，300円 枠連： 18，496，100円
馬連： 70，069，200円 馬単： 52，537，200円 ワイド： 30，648，600円
3連複： 86，388，900円 3連単： 183，530，300円 計： 524，945，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 250円 � 120円 � 160円 枠 連（1－5） 450円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 460円 �� 730円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 15，500円

票 数

単勝票数 計 346306 的中 � 18243（6番人気）
複勝票数 計 486443 的中 � 34940（6番人気）� 165082（1番人気）� 76250（2番人気）
枠連票数 計 184961 的中 （1－5） 30388（1番人気）
馬連票数 計 700692 的中 �� 45402（5番人気）
馬単票数 計 525372 的中 �� 10489（12番人気）
ワイド票数 計 306486 的中 �� 15660（5番人気）�� 9275（11番人気）�� 36149（1番人気）
3連複票数 計 863889 的中 ��� 39650（5番人気）
3連単票数 計1835303 的中 ��� 8743（51番人気）

ハロンタイム 13．5―12．9―12．9―12．8―12．7―12．8―12．7―11．4―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―26．4―39．3―52．1―1：04．8―1：17．6―1：30．3―1：41．7―1：52．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F33．6

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

勝馬の
紹 介

トーセンアルニカ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．11．17 東京6着

2010．1．18生 牝3鹿 母 セシルブルース 母母 セシルカット 5戦2勝 賞金 15，500，000円
〔競走中止〕 クニコチャン号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



15093 6月23日 晴 良 （25東京3）第8日 第9競走 ��
��1，800�

は ち じ ょ う じ ま

八 丈 島 特 別
発走14時15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

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

811 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 464＋ 21：47．0 2．3�
66 ユールシンギング 牡3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 518－121：47．21� 5．7�
79 ジェラテリアバール 牝3黒鹿52 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 484－ 41：47．41 8．6�
11 ボーイフレンド 牡4栗 57 石橋 脩北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 448＋ 6 〃 ハナ 7．9�
78 マイネルコランダム 牡4青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 464－ 61：47．61	 21．2	
55 トシザグレイト 牡4鹿 57 吉田 豊上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 468± 0 〃 クビ 4．2

810 ノーヒッター 牡3黒鹿54 松岡 正海島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 466－161：47．7� 28．9�
44 ロ ジ テ ー ル 牡4鹿 57 武士沢友治久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 クビ 29．3�
33 トキノサコン 牡5栗 57 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 492＋ 61：47．8� 49．0
67 ダイワフェーム 牡3黒鹿54 田辺 裕信大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 452＋ 21：49．18 42．0�
22 
 ガッツオブトップ 牝3芦 52 吉原 寛人谷岡 正次氏 岩切 敏男 浦河 木戸口牧場 460＋131：50．37 198．5�

（金沢） （金沢）

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，992，200円 複勝： 59，669，800円 枠連： 22，108，900円
馬連： 106，625，200円 馬単： 72，723，500円 ワイド： 40，640，000円
3連複： 120，871，100円 3連単： 271，329，000円 計： 735，959，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 170円 � 210円 枠 連（6－8） 480円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 270円 �� 390円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 419922 的中 � 146711（1番人気）
複勝票数 計 596698 的中 � 184109（1番人気）� 84769（3番人気）� 57792（5番人気）
枠連票数 計 221089 的中 （6－8） 34639（1番人気）
馬連票数 計1066252 的中 �� 129996（2番人気）
馬単票数 計 727235 的中 �� 57933（2番人気）
ワイド票数 計 406400 的中 �� 41427（2番人気）�� 25880（4番人気）�� 14283（9番人気）
3連複票数 計1208711 的中 ��� 67496（3番人気）
3連単票数 計2713290 的中 ��� 49081（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．9―36．9―48．9―1：00．8―1：12．7―1：24．0―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ム フ ィ ー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．10．30 東京5着

2009．3．26生 牡4黒鹿 母 ナイトクルーズ 母母 ナイトスパーク 15戦3勝 賞金 50，656，000円
〔騎手変更〕 ロジテール号の騎手中谷雄太は，第7競走での負傷のため武士沢友治に変更。
〔制裁〕 カムフィー号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

15094 6月23日 晴 稍重 （25東京3）第8日 第10競走 ��
��1，400�

き よ さ と

清 里 特 別
発走14時50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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

12 オールドパサデナ 牝4鹿 55 吉原 寛人吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 504－ 41：23．2 5．4�
（金沢）

816 ナリタスーパーワン 牡4鹿 57 横山 典弘�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482± 01：23．3� 3．0�

612 キクノストーム 牡4鹿 57 宮崎 北斗菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 486＋ 4 〃 ハナ 26．4�
11 	 タ ー ル タ ン 牡5芦 57 石橋 脩グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 480－ 61：24．04 11．9�
510 ヴィンテージイヤー 牡4鹿 57 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B524－ 41：24．21 5．3�
23 ジャーグラット 牡5栗 57 武士沢友治本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 428＋ 21：24．62� 87．8	
35 タガノプリンス 牡5鹿 57 田辺 裕信八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B466＋ 21：24．7クビ 68．6

713 フミノファルコン 牡3黒鹿54 江田 照男谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 530＋ 2 〃 同着 4．3�
815 ベストバウト 牡6黒鹿57 嶋田 純次島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 504＋ 4 〃 クビ 367．3�
36 ブロックコード 牡5青鹿57 伊藤 工真ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 486± 01：24．8クビ 63．4�
714 テイクエイム 牡6鹿 57 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 456－ 61：24．9
 128．0�
611 ヘアーオブザドッグ 牡4鹿 57 吉田 豊平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 514＋ 61：25．11� 22．4�
47 � チャンピオンヤマト 牡4鹿 57 戸崎 圭太坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 466± 01：25．31 29．1�
59 � トウショウアトム 牡7黒鹿57 西村 太一トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B526＋ 6 〃 クビ 298．2�
24 エイブルベガ 牡8鹿 57 柴田 大知中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 526＋ 21：26．57 260．4�
48 � グ レ ン 牡4黒鹿57 松岡 正海西森 鶴氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 504－ 41：39．3大差 19．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，445，700円 複勝： 80，001，300円 枠連： 37，781，000円
馬連： 174，107，900円 馬単： 91，276，200円 ワイド： 58，138，900円
3連複： 208，844，700円 3連単： 394，605，100円 計： 1，092，200，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 140円 � 450円 枠 連（1－8） 520円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，620円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 6，740円 3 連 単 ��� 38，950円

票 数

単勝票数 計 474457 的中 � 69414（4番人気）
複勝票数 計 800013 的中 � 116023（3番人気）� 207420（1番人気）� 33350（7番人気）
枠連票数 計 377810 的中 （1－8） 54332（1番人気）
馬連票数 計1741079 的中 �� 143937（3番人気）
馬単票数 計 912762 的中 �� 33247（6番人気）
ワイド票数 計 581389 的中 �� 46662（2番人気）�� 8203（22番人気）�� 11318（14番人気）
3連複票数 計2088447 的中 ��� 22888（25番人気）
3連単票数 計3946051 的中 ��� 7477（124番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．5―12．3―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．6―46．9―59．0―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールドパサデナ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．1．14 京都2着

2009．3．28生 牝4鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip 10戦4勝 賞金 61，084，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ヘアーオブザドッグ号・フミノファルコン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
テイクエイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイクエイム号は，平成25年6月24日から平成25年7月14日まで出走停止。停止期間の満了後に
発走調教再審査。

〔調教再審査〕 グレン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 グレン号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 アルベルティ号・エーシンイオマンテ号・カネトシリープイン号・クールヴェント号・ケイアイアポロン号・

サクラインザスカイ号・サトノジョリー号・シルクパルサー号・ダブルスター号・タンスチョキン号・
トーホウペガサス号・マルターズグロウヴ号・リックムファサ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



15095 6月23日 晴 良 （25東京3）第8日 第11競走 ��
��1，400�パラダイスステークス

発走15時30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51�4歳以上55�，牝馬
2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

68 レッドスパーダ 牡7鹿 58 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 B532－ 41：20．1 7．5�
79 ハナズゴール 牝4栗 54 吉原 寛人M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 428± 01：20．31� 2．5�

（金沢）

67 レオアクティブ 牡4栗 56 横山 典弘田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 452－ 41：20．4	 2．5�
22 ラインブラッド 牡7栗 57 柴田 大知大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 508－ 21：20．82
 77．6�
33 ム ク ド ク �7青鹿56 田辺 裕信平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 41：20．9
 19．3�
812 インプレスウィナー 牡6青 56 江田 照男西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 456－ 4 〃 クビ 17．1	
44 � オセアニアボス 牡8青鹿57 吉田 豊�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B486± 01：21．0クビ 19．6

11 ネオサクセス 牡6鹿 56 武士沢友治富岡己代子氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B466＋ 41：21．21
 148．9�
55 サニーサンデー 牡7栗 55 嘉藤 貴行宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 496＋ 41：21．83
 166．8�
710 サザンスターディ 牡7鹿 55 伊藤 工真南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 524－ 41：22．01 85．2
56 ブラボースキー 牡5栗 56 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 41：23．49 8．8�

（11頭）
811� セイウンジャガーズ 牡6黒鹿56 石橋 脩西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud 470－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 70，945，800円 複勝： 85，976，800円 枠連： 51，317，100円
馬連： 234，771，300円 馬単： 158，541，400円 ワイド： 67，698，500円
3連複： 226，548，000円 3連単： 569，048，800円 計： 1，464，847，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連（6－7） 250円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 350円 �� 330円 �� 150円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 6，310円

票 数

単勝票数 差引計 709458（返還計 31789） 的中 � 74688（3番人気）
複勝票数 差引計 859768（返還計 49670） 的中 � 113538（3番人気）� 260193（1番人気）� 227313（2番人気）
枠連票数 差引計 513171（返還計 7459） 的中 （6－7） 155010（1番人気）
馬連票数 差引計2347713（返還計442511） 的中 �� 179858（3番人気）
馬単票数 差引計1585414（返還計270159） 的中 �� 45413（9番人気）
ワイド票数 差引計 676985（返還計133973） 的中 �� 40141（5番人気）�� 42149（4番人気）�� 156030（1番人気）
3連複票数 差引計2265480（返還計910642） 的中 ��� 265626（1番人気）
3連単票数 差引計5690488（返還計2168809） 的中 ��� 66573（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．5―45．9―57．3―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドスパーダ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2008．11．15 東京1着

2006．5．21生 牡7鹿 母 バービキャット 母母 Barbarika 19戦5勝 賞金 223，854，000円
〔競走除外〕 セイウンジャガーズ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

15096 6月23日 晴 稍重 （25東京3）第8日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時10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

714 オメガスパーキング 牡4鹿 57 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B472± 01：37．8 3．2�
510 ドラゴンピース 牡4鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 496－ 8 〃 クビ 8．5�
612 ソ ラ ニ ー 牡3黒鹿54 江田 照男井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 鮫川 啓一 482± 01：37．9� 5．9�
48 プラントハンター 牡3黒鹿54 松岡 正海吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 446－ 61：38．32� 16．5�
59 ガ ム ラ ン 牡5青鹿57 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 528－121：38．5� 3．4�
11 ディアグリスター 牡3鹿 54 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 476＋ 2 〃 クビ 86．8	
35 レッドジャクソン 牡4鹿 57 吉原 寛人 
東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 536－ 41：38．71	 6．3�

（金沢）

12 シルクエルドール 
4栗 57 石橋 脩有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B496± 0 〃 ハナ 29．4�

23 � ビットアレグロ 牡4栗 57 伊藤 工真礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 482＋ 2 〃 クビ 35．3

816 ウインゴーウェル 牡4栗 57
54 ▲山崎 亮誠
ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 546± 01：38．8クビ 108．6�

36 ヤマニンティグル 牡5鹿 57 大庭 和弥土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 B470＋ 2 〃 ハナ 203．6�
24 � グランヴァン 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 490＋ 21：39．01� 151．9�
713 ア ビ ス コ 牡3芦 54

52 △嶋田 純次金子真人ホール
ディングス
 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 472－ 61：39．1� 81．9�

815 ニホンノチカラ 牡4黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 518－ 61：39．73� 104．6�
47 スズヨストラ 牡3栗 54 柴田 大知鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：39．91� 42．8�
611 アズマユニヴァース 牡5栗 57 武士沢友治田島 大史氏 武市 康男 浦河 川越ファーム 476＋ 61：40．0� 164．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，958，200円 複勝： 91，211，400円 枠連： 48，514，500円
馬連： 175，676，000円 馬単： 102，782，100円 ワイド： 69，810，900円
3連複： 223，649，100円 3連単： 452，887，900円 計： 1，223，490，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 230円 � 210円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 450円 �� 420円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 9，540円

票 数

単勝票数 計 589582 的中 � 146364（1番人気）
複勝票数 計 912114 的中 � 214633（1番人気）� 91629（5番人気）� 107191（4番人気）
枠連票数 計 485145 的中 （5－7） 107079（1番人気）
馬連票数 計1756760 的中 �� 114252（4番人気）
馬単票数 計1027821 的中 �� 35485（5番人気）
ワイド票数 計 698109 的中 �� 39389（4番人気）�� 42298（2番人気）�� 21988（8番人気）
3連複票数 計2236491 的中 ��� 77831（5番人気）
3連単票数 計4528879 的中 ��� 35056（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．4―49．0―1：01．5―1：13．6―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガスパーキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．2．4 東京2着

2009．2．25生 牡4鹿 母 オメガフォーチュン 母母 エリンバード 12戦3勝 賞金 30，100，000円
〔制裁〕 ビットアレグロ号の騎手伊藤工真は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・2番）
※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 ペガサスヒルズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（25東京3）第8日 6月23日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 177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

184，640，000円
9，060，000円
1，290，000円
16，520，000円
65，761，500円
4，602，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
438，317，700円
684，647，300円
302，173，800円
1，176，612，500円
758，247，800円
465，301，000円
1，412，794，900円
2，777，860，100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
計 8，015，955，100円

総入場人員 46，754名 （有料入場人員 44，886名）



平成25年度 第3回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，469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

1，761，000，000円
6，240，000円
61，540，000円
18，841，000円
158，690，000円
540，722，000円
43，094，200円
14，102，400円

勝馬投票券売得金
4，349，104，800円
7，080，660，000円
3，426，555，300円
12，675，858，900円
7，618，459，700円
5，101，072，100円
16，747，784，900円
31，218，108，700円
2，145，943，200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 90，363，547，600円

総入場延人員 276，343名 （有料入場延人員 263，812名）
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