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15001 6月7日 雨 不良 （26東京3）第1日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

48 スズカプリティー 牝3鹿 54 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B460＋ 21：26．1 117．5�
35 ショウナンララバイ 牝3鹿 54 柴田 善臣�湘南 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム 442＋ 41：26．2� 37．3�
815 ハビタブルゾーン 牝3栗 54 吉田 豊 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 448＋ 8 〃 クビ 4．1�
24 ダイワナッティー 牝3青 54 柴田 大知大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 486＋ 41：26．3クビ 2．6�
510 オ ー ド ヴ ィ 牝3黒鹿54 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 4 〃 クビ 4．3	
714 インパルスガール 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 金成吉田牧場 454± 0 〃 アタマ 213．8

611 ガ ス タ ー 牝3鹿 54 二本柳 壮渡邉 啓髙氏 武市 康男 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 450＋ 81：26．4� 99．3�
713 シゲルイシカリ 牝3栗 54 北村 宏司森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 タニグチ牧場 426＋ 4 〃 アタマ 12．1�
12 スノーレパード 牝3黒鹿54 横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 61：26．5クビ 70．5
816 プ レ ー ル 牝3青 54 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 上村 清志 476－ 41：26．6� 14．6�
47 コ ア ク マ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 400－ 41：26．7� 14．1�
11 ニ シ ノ サ ヤ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 川上牧場 B448± 01：26．8� 12．7�
23 フジノマユサン 牝3栗 54 黛 弘人布施 貞夫氏 高木 登 新ひだか 神垣 道弘 468± 0 〃 ハナ 259．0�
59 アンビションバイオ 牝3鹿 54 宮崎 北斗バイオ� 田中 剛 日高 中館牧場 444＋ 81：26．9� 57．1�
36 ムーンパスラブ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹木稲 安則氏 星野 忍 新冠 木稲牧場 446＋161：27．53� 202．4�
612 ララマドンナ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁小谷津延弘氏 畠山 吉宏 日高 坂田牧場 476± 01：28．03 306．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，635，500円 複勝： 38，495，200円 枠連： 13，310，100円
馬連： 49，686，900円 馬単： 31，931，800円 ワイド： 24，184，300円
3連複： 67，384，700円 3連単： 106，150，400円 計： 354，778，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，750円 複 勝 � 2，720円 � 670円 � 190円 枠 連（3－4） 8，820円

馬 連 �� 151，600円 馬 単 �� 199，570円

ワ イ ド �� 23，970円 �� 6，490円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 150，410円 3 連 単 ��� 2，137，750円

票 数

単勝票数 計 236355 的中 � 1608（12番人気）
複勝票数 計 384952 的中 � 3015（12番人気）� 13373（8番人気）� 70018（2番人気）
枠連票数 計 133101 的中 （3－4） 1169（21番人気）
馬連票数 計 496869 的中 �� 254（86番人気）
馬単票数 計 319318 的中 �� 120（157番人気）
ワイド票数 計 241843 的中 �� 254（79番人気）�� 946（39番人気）�� 5656（14番人気）
3連複票数 計 673847 的中 ��� 336（173番人気）
3連単票数 計1061504 的中 ��� 36（1423番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．7―12．2―12．4―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．4―47．6―1：00．0―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカプリティー �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．30 中京7着

2011．3．24生 牝3鹿 母 スズカフォイル 母母 アンフォイルド 6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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スリールドランジュ号

15002 6月7日 雨 不良 （26東京3）第1日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

11 ビックナジョーカー 牡3鹿 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー
ブル 462－ 41：38．4 3．5�

59 ライトオブホープ 牡3栗 56 津村 明秀落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 イワミ牧場 498＋ 41：38．61� 5．0�
714 コスモラヴコール 牡3芦 56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ファーミングヤナキタ 488＋121：39．45 15．8�
713 ブ ラ ウ 牡3栗 56 江田 照男若松 伸治氏 菅原 泰夫 浦河 大道牧場 448± 0 〃 アタマ 2．6�
510 コージャラティ 牡3鹿 56 大野 拓弥池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 21：39．61� 46．8�
48 フ ユ ハ ナ ビ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁大久保與志雄氏 杉浦 宏昭 新冠 競優牧場 B450＋ 41：39．7クビ 39．6	
36 タイセイフラッシュ 牡3黒鹿56 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 平取 二風谷ファーム 484± 01：40．01� 53．2

815 コスモチャイム 牡3黒鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム B478＋ 41：40．1� 11．2�
23 ライトサーパス 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太村上 稔氏 伊藤 伸一 日高 沖田牧場 472± 01：40．41� 19．1�
24 ヨウザンフウ 牡3栗 56 丸田 恭介日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 442－ 5 〃 アタマ 95．7
35 ア ダ チ ヤ マ 牡3鹿 56 武士沢友治村上 欽哉氏 尾関 知人 新冠 村上 欽哉 482－ 41：40．5クビ 63．5�
816 セイカシャルマン 牡3鹿 56 伊藤 工真久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 452＋ 21：40．81� 194．8�
611 ビリオネアズロウ 牡3栗 56 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B488－12 〃 クビ 54．7�
12 グラズヘイム 牡3鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム 498 ―1：40．9� 29．8�
612 メチャンコハヤイヨ 牡3栗 56 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 新冠 堤 牧場 454－101：41．0� 41．8�
47 エメラルタイガー 牡3栗 56 横山 和生高橋 勉氏 勢司 和浩 新ひだか 出羽牧場 B482－ 81：41．53 93．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，400，000円 複勝： 34，018，300円 枠連： 14，983，600円
馬連： 55，049，900円 馬単： 31，178，700円 ワイド： 26，044，700円
3連複： 64，241，600円 3連単： 99，999，700円 計： 349，916，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 170円 � 340円 枠 連（1－5） 720円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，080円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 13，600円

票 数

単勝票数 計 244000 的中 � 55506（2番人気）
複勝票数 計 340183 的中 � 70157（1番人気）� 56916（3番人気）� 19762（6番人気）
枠連票数 計 149836 的中 （1－5） 15966（3番人気）
馬連票数 計 550499 的中 �� 60611（3番人気）
馬単票数 計 311787 的中 �� 15162（4番人気）
ワイド票数 計 260447 的中 �� 19433（3番人気）�� 5920（10番人気）�� 5206（13番人気）
3連複票数 計 642416 的中 ��� 12039（11番人気）
3連単票数 計 999997 的中 ��� 5330（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．3―48．9―1：01．5―1：13．9―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビックナジョーカー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．11．2 東京10着

2011．6．3生 牡3鹿 母 エイシンパンジー 母母 レディダンズ 7戦1勝 賞金 9，200，000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 インストレーション号

第３回 東京競馬 第１日



15003 6月7日 雨 不良 （26東京3）第1日 第3競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

713 サ マ ー ラ ヴ 牡3黒鹿56 江田 照男�Basic 田村 康仁 新ひだか カタオカフアーム 452＋ 41：18．8 4．3�
23 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B458＋ 41：19．01� 5．5�
12 ロングアンドリーン 牝3鹿 54 黛 弘人飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 484－ 41：19．42� 131．9�
47 ダイワコンシード 牝3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 482－ 41：19．82� 2．7�
612 ア サ ヤ ケ 牡3黒鹿56 松岡 正海阿部 雅英氏 手塚 貴久 浦河 中村 雅明 566＋ 6 〃 アタマ 15．5�
510 スパーキードリーム 牡3栗 56 丸田 恭介栗山 良子氏 土田 稔 新冠 村上 欽哉 494＋ 21：20．12 69．5	
59 ブリリアントミノル 牡3鹿 56 田辺 裕信吉岡 實氏 尾形 充弘 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 4 〃 ハナ 49．1

35 リネンプルーフ �3栗 56

53 ▲井上 敏樹戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 474－ 41：20．63 67．2�
11 テンノハゴロモ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 476＋ 21：20．7� 23．4�
48 ウインクラージュ 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ウイン 上原 博之 新ひだか タイヘイ牧場 490± 0 〃 クビ 93．4
24 ナンヨールーク 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 516 ― 〃 アタマ 34．3�
815 ヴィヴァルディ 牝3鹿 54 村田 一誠飯田 正剛氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 432＋ 21：21．55 61．4�
714 サンタレジーナ 牝3栗 54 吉田 隼人吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：21．7� 5．6�
611 スプリームサンダー 牝3栗 54 吉田 豊関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B460＋ 71：21．91� 16．8�
816 アルマシェダル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 矢野 英一 浦河 上山牧場 462－ 61：22．53� 132．6�
36 ダイワジェントル 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 492 ―1：33．9大差 141．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，230，100円 複勝： 40，381，400円 枠連： 19，233，900円
馬連： 58，681，700円 馬単： 34，945，000円 ワイド： 27，779，400円
3連複： 71，460，500円 3連単： 114，263，600円 計： 392，975，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 180円 � 3，470円 枠 連（2－7） 660円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 420円 �� 12，320円 �� 13，030円

3 連 複 ��� 58，060円 3 連 単 ��� 171，510円

票 数

単勝票数 計 262301 的中 � 48526（2番人気）
複勝票数 計 403814 的中 � 76312（2番人気）� 63631（4番人気）� 2057（16番人気）
枠連票数 計 192339 的中 （2－7） 22296（2番人気）
馬連票数 計 586817 的中 �� 43058（5番人気）
馬単票数 計 349450 的中 �� 15295（5番人気）
ワイド票数 計 277794 的中 �� 19364（5番人気）�� 543（66番人気）�� 513（68番人気）
3連複票数 計 714605 的中 ��� 923（116番人気）
3連単票数 計1142636 的中 ��� 483（404番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．2―11．9―12．2―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．9―29．1―41．0―53．2―1：05．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ マ ー ラ ヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2013．8．11 新潟10着

2011．4．25生 牡3黒鹿 母 フェスティブシャン 母母 マジックオナー 8戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 ロングアンドリーン号の騎手杉原誠人は，負傷のため黛弘人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワジェントル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月7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 サウスキング号
（非抽選馬） 1頭 ヴァーノン号

15004 6月7日 雨 不良 （26東京3）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （芝・左）

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

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

47 ヨ ッ ヘ イ 牡3青 56 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 470－ 61：54．8 4．7�
48 ディープラヴ 牝3鹿 54 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472± 01：54．9� 3．2�
612 カワキタアロー 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真川島 吉男氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 442＋ 2 〃 アタマ 31．1�
715 サンアンドムーン 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人髙橋照比古氏 相沢 郁 新ひだか 広田牧場 404－ 41：55．21� 68．2�
816 ダンディスタイル 牡3黒鹿56 宮崎 北斗丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 出羽牧場 446± 01：55．51� 120．5�
713 ヒロソーラー 牡3鹿 56 武士沢友治富岡己代子氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B478－ 2 〃 アタマ 17．2�
59 レテルノアモーレ 牡3鹿 56 横山 典弘 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：56．03 5．4

714 コスモヨウヘイ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新冠 ビッグレッドファーム 508－101：56．1� 11．9�
817 シ ガ ー ロ ス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 486＋ 8 〃 アタマ 43．5
35 ニシノカザブエ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 408＋ 21：56．52� 14．8�
818 グロリアストレイル 牡3栗 56 北村 宏司有限会社シルク小島 茂之 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：56．6クビ 7．3�
11 カシマムンムーン 牝3黒鹿54 江田 照男	カシマ 武藤 善則 むかわ 上水牧場 414± 01：57．77 119．8�
23 スイートソフィー 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁シンボリ牧場 尾形 和幸 新ひだか シンボリ牧場 446＋ 41：57．91� 264．2�
36 ブラックグランデ 牡3黒鹿56 松岡 正海大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 B450－10 〃 アタマ 227．3�
24 マルケットリー 牡3鹿 56 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 新冠 須崎牧場 B480＋ 21：58．11� 14．6�
611 セ ピ ア 牝3黒鹿54 村田 一誠四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 416＋ 21：58．31� 119．4�
12 ジョウノローズ 牝3鹿 54 田辺 裕信小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 442＋ 22：00．1大差 42．1�
510 ベストクオリティー 牝3鹿 54 吉田 隼人山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 前田 宗将 474＋ 22：02．0大差 92．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，233，100円 複勝： 40，684，300円 枠連： 19，377，200円
馬連： 54，718，600円 馬単： 31，198，200円 ワイド： 27，736，500円
3連複： 70，448，100円 3連単： 104，989，700円 計： 374，385，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 150円 � 590円 枠 連（4－4） 800円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，750円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 27，030円

票 数

単勝票数 計 252331 的中 � 42470（2番人気）
複勝票数 計 406843 的中 � 71055（2番人気）� 81463（1番人気）� 12619（9番人気）
枠連票数 計 193772 的中 （4－4） 18636（4番人気）
馬連票数 計 547186 的中 �� 57582（1番人気）
馬単票数 計 311982 的中 �� 15423（2番人気）
ワイド票数 計 277365 的中 �� 24246（1番人気）�� 3794（20番人気）�� 3022（27番人気）
3連複票数 計 704481 的中 ��� 7249（20番人気）
3連単票数 計1049897 的中 ��� 2816（66番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．7―12．9―13．7―13．5―12．9―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．0―49．9―1：03．6―1：17．1―1：30．0―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F51．2―3F37．7

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨ ッ ヘ イ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Clever Trick デビュー 2013．9．8 中山5着

2011．4．12生 牡3青 母 ベネットクィーン 母母 Playful Queen 8戦1勝 賞金 9，300，000円
〔発走状況〕 シガーロス号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 シガーロス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョウノローズ号・ベストクオリティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

7月7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 スイートイレーヌ号・レッドイルヴェント号



15005 6月7日 雨 不良 （26東京3）第1日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

23 マコトダッソー 牡2栗 54 蛯名 正義�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 468 ―1：28．0 5．1�
35 スマートプラネット 牝2鹿 54 丸田 恭介田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 444 ―1：28．1� 25．6�
46 サンクタリリアス 牝2芦 54 津村 明秀�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 452 ―1：28．2� 9．8�
59 リミットブレイク 牡2鹿 54 北村 宏司有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 488 ―1：28．83� 2．2�
611 トーセンラーク 牝2栗 54 横山 典弘島川 	哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 468 ―1：29．01	 14．1

610 テンマイキララ 牝2黒鹿54 田辺 裕信天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 406 ―1：29．1� 14．9�
713 マイネルリード 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 460 ―1：29．42 16．3�
47 ザ キ ス 牝2鹿 54 勝浦 正樹�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか 前田 宗将 454 ―1：29．61	 24．5
814 リターンストローク 牡2鹿 54 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 490 ―1：29．91� 60．0�
34 ロックフォール 牡2黒鹿54 村田 一誠四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 430 ―1：30．1� 58．6�
11 レディームーン 牝2栗 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 414 ―1：30．31	 32．0�
815 ラ イ メ イ 牡2栗 54 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 浦河 市川牧場 452 ―1：30．61� 137．3�
58 マイドリーム 牝2青鹿54 田中 勝春村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新冠 オリエント牧場 418 ―1：30．92 54．0�
712 ワキノヒビキ 牡2鹿 54 松岡 正海脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 484 ―1：31．11	 8．1�
22 シゲルエイサー 牡2栗 54 江田 照男森中 蕃氏 佐藤 吉勝 日高 中前牧場 440 ―1：37．4大差 81．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，078，000円 複勝： 38，492，700円 枠連： 17，739，400円
馬連： 55，181，500円 馬単： 35，773，300円 ワイド： 26，044，200円
3連複： 70，290，600円 3連単： 111，439，500円 計： 386，039，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 540円 � 270円 枠 連（2－3） 4，000円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 840円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 14，730円 3 連 単 ��� 78，130円

票 数

単勝票数 計 310780 的中 � 47935（2番人気）
複勝票数 計 384927 的中 � 63393（2番人気）� 15386（9番人気）� 37623（4番人気）
枠連票数 計 177394 的中 （2－3） 3432（12番人気）
馬連票数 計 551815 的中 �� 7670（19番人気）
馬単票数 計 357733 的中 �� 2760（32番人気）
ワイド票数 計 260442 的中 �� 3650（20番人気）�� 8332（6番人気）�� 2361（32番人気）
3連複票数 計 702906 的中 ��� 3578（47番人気）
3連単票数 計1114395 的中 ��� 1034（216番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．7―12．6―12．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．2―25．2―37．9―50．5―1：03．0―1：15．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトダッソー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タマモクロス 初出走

2012．2．29生 牡2栗 母 マコトサンゴ 母母 マコトシュンレイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルエイサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月7日まで平地競

走に出走できない。

15006 6月7日 雨 不良 （26東京3）第1日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

713 トゥインクル 牡3栗 56 田辺 裕信畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 448－ 22：35．9 2．4�
47 エンジェルピース 牡3鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 572＋ 82：37．28 29．6�
24 ラフィナート 牝3黒鹿54 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 440－ 22：37．3クビ 80．7�
59 エ ル ト ン ト 牡3鹿 56 横山 和生山本 英俊氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 484－ 22：37．4� 60．8�
35 マイケルチョウサン 牡3鹿 56 松岡 正海�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B476＋ 22：37．72 16．1	
48 デルママツタロウ 牡3黒鹿56 吉田 豊浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 464－ 22：37．8� 13．9

12 ディーエスプロパー 牡3栗 56 武士沢友治秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B458－ 62：38．33 40．0�
612 プ コ ナ コ ナ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 482＋ 2 〃 アタマ 38．8�
818� プリンスタラスコン 牡3鹿 56 丸田 恭介田所 英子氏 小笠 倫弘 愛 Miss E.

Tadokoro 484± 02：38．51	 80．7
714 コスモアイオライト 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 浦河 猿橋 義昭 432＋ 4 〃 ハナ 30．6�
611 ゴールドリーガル 牡3鹿 56 柴田 未崎居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 468－ 42：38．71� 32．0�
510 ミッキーウエルカム 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 大竹 正博 新ひだか 酒井 秀紀 446－102：38．9
 20．6�
817 フォトンベルト 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 494＋ 22：39．21
 206．1�
23 ショウカンロン 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也 �荻伏三好ファーム 杉浦 宏昭 浦河 荻伏三好フ
アーム 480－102：41．2大差 88．0�

36 ブ リ ー ジ ョ 牡3黒鹿56 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 512－ 62：41．73 4．8�
715 ゲンパチスカイ 牡3栗 56 田中 勝春平野 武志氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 438＋ 22：41．8� 9．3�
816 プラウドウルフ 牡3栃栗56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 456－142：41．9� 13．0�
11 � ヴィリエルバクル 牝3栗 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 英 D. G. Hardisty

Bloodstock 442 ―2：44．7大差 16．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，768，200円 複勝： 43，099，700円 枠連： 20，293，500円
馬連： 63，965，400円 馬単： 35，890，600円 ワイド： 32，425，800円
3連複： 81，042，600円 3連単： 122，122，000円 計： 425，607，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 680円 � 2，030円 枠 連（4－7） 1，110円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 4，790円 �� 31，550円

3 連 複 ��� 119，640円 3 連 単 ��� 440，480円

票 数

単勝票数 計 267682 的中 � 88507（1番人気）
複勝票数 計 430997 的中 � 103375（1番人気）� 13576（10番人気）� 4220（17番人気）
枠連票数 計 202935 的中 （4－7） 14049（4番人気）
馬連票数 計 639654 的中 �� 10402（16番人気）
馬単票数 計 358906 的中 �� 4596（17番人気）
ワイド票数 計 324258 的中 �� 5410（14番人気）�� 1734（45番人気）�� 260（132番人気）
3連複票数 計 810426 的中 ��� 508（248番人気）
3連単票数 計1221220 的中 ��� 201（1029番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．8―13．2―13．1―13．4―13．2―13．1―13．2―12．5―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．4―37．2―50．4―1：03．5―1：16．9―1：30．1―1：43．2―1：56．4―2：08．9―2：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．5
1
3

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

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

トゥインクル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．6．2 東京10着

2011．4．15生 牡3栗 母 ロングスターダム 母母 ストロークト 9戦1勝 賞金 8，650，000円
〔騎手変更〕 ゲンパチスカイ号の騎手杉原誠人は，負傷のため田中勝春に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウカンロン号・ブリージョ号・ゲンパチスカイ号・プラウドウルフ号・ヴィリエルバクル号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月7日まで平地競走に出走できない。



15007 6月7日 雨 不良 （26東京3）第1日 第7競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

812 エ ル マ ン ボ 牡4青鹿57 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 520－ 42：10．0 1．4�
56 ワールドレーヴ 牡4黒鹿57 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 470＋ 42：10．1� 10．4�
45 ヴィルトグラーフ �4鹿 57 横山 和生有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－ 22：10．42 10．7�
44 スリーヨーク 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476＋ 42：11．03� 60．5�
69 オリオンザムーン 牡4栗 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 520＋10 〃 クビ 36．5	
813 デルマカマイタチ 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 484± 02：11．53 105．0

22 カレンシュガーレイ 牡5鹿 57 田辺 裕信鈴木 隆司氏 奥村 武 日高 高柳 隆男 468＋ 82：11．92� 24．4�
710� ウェルウィッチア 牡5鹿 57 北村 宏司塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B478± 02：12．11	 17．3�
711 クールジャイロ 牡3栗 54 三浦 皇成川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B498＋ 62：12．63 16．7
33 ブライテストソード �5栗 57

54 ▲石川裕紀人 �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B482＋ 42：13．13 54．2�

11 コスモナイスガイ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 546＋ 2 〃 クビ 49．1�
68 フュージリア 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 初也吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋ 6 〃 アタマ 153．5�

57 ケイジータイタン �4青鹿57 岩部 純二鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 520＋ 42：13．31	 9．5�
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売 得 金
単勝： 34，730，500円 複勝： 130，803，900円 枠連： 19，097，500円
馬連： 65，519，500円 馬単： 49，042，900円 ワイド： 33，542，700円
3連複： 86，890，800円 3連単： 186，092，800円 計： 605，720，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 210円 枠 連（5－8） 250円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 250円 �� 370円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 4，410円

票 数

単勝票数 計 347305 的中 � 194385（1番人気）
複勝票数 計1308039 的中 � 1014654（1番人気）� 57531（2番人気）� 37762（5番人気）
枠連票数 計 190975 的中 （5－8） 57647（1番人気）
馬連票数 計 655195 的中 �� 83591（2番人気）
馬単票数 計 490429 的中 �� 50466（2番人気）
ワイド票数 計 335427 的中 �� 39201（1番人気）�� 23573（4番人気）�� 5563（16番人気）
3連複票数 計 868908 的中 ��� 34823（5番人気）
3連単票数 計1860928 的中 ��� 30538（7番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―12．5―12．6―12．7―12．5―12．6―12．4―12．2―11．8―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．6―31．1―43．7―56．4―1：08．9―1：21．5―1：33．9―1：46．1―1：57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．1
1
3

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

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

エ ル マ ン ボ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．7．20 福島2着

2010．2．5生 牡4青鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind 8戦3勝 賞金 31，755，000円

15008 6月7日 雨
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（26東京3）第1日 第8競走 ��3，100�

あ お ふ じ

青富士ジャンプステークス
発走14時00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
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード3：22．0良・稍重

33 ソ ン ブ レ ロ 牡4鹿 60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 468－ 63：36．6 6．2�
11 テンジンキヨモリ 牡4青鹿60 江田 勇亮白井 岳氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 480± 03：36．92 14．1�
66 サンレイデューク 牡6鹿 62 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 474＋123：39．3大差 2．7�
44 ナンデヤネン 牡7青 60 上野 翔杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 494＋ 23：39．51� 6．9�
22 � トーセンタイガー 牡6鹿 60 山本 康志島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B540＋ 43：40．24 19．9�
77 トップミノル 牡7青鹿60 熊沢 重文吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 482－ 63：40．83� 10．2	
78 � エーシンイグアス 牡6鹿 62 黒岩 悠
栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 528± 03：40．9	 4．0�
55 ミヤコデラックス 牡5鹿 60 金子 光希吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B474＋ 43：45．7大差 66．4�
810� スカイアクセス 
5鹿 60 高野 和馬和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 528＋ 43：47．29 49．8�
89 クリスクリングル 牡4鹿 60 石神 深一井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 510＋123：47．94 11．3�
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売 得 金
単勝： 24，720，400円 複勝： 28，817，000円 枠連： 12，864，500円
馬連： 54，375，000円 馬単： 35，788，500円 ワイド： 23，420，200円
3連複： 70，140，100円 3連単： 140，928，900円 計： 391，054，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 340円 � 150円 枠 連（1－3） 6，310円

馬 連 �� 5，280円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 290円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 38，130円

票 数

単勝票数 計 247204 的中 � 31572（3番人気）
複勝票数 計 288170 的中 � 42012（3番人気）� 17038（8番人気）� 61900（1番人気）
枠連票数 計 128645 的中 （1－3） 1578（21番人気）
馬連票数 計 543750 的中 �� 7977（22番人気）
馬単票数 計 357885 的中 �� 3202（36番人気）
ワイド票数 計 234202 的中 �� 4149（22番人気）�� 23325（2番人気）�� 7436（9番人気）
3連複票数 計 701401 的中 ��� 11678（17番人気）
3連単票数 計1409289 的中 ��� 2679（144番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 51．9－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソ ン ブ レ ロ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．8．5 札幌4着

2010．2．22生 牡4鹿 母 タニノローゼ 母母 タニノホロホロ 障害：5戦2勝 賞金 24，745，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出走取消馬 ダノンゴールド号（疾病〔両前肢挫創〕のため）



15009 6月7日 雨 不良 （26東京3）第1日 第9競走 ��
��2，000�

い な む ら が さ き

稲 村 ヶ 崎 特 別
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （芝・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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

66 サムソンズプライド 牡4鹿 57 田辺 裕信有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 468＋102：06．7 3．2�
11 ダービーフィズ 牡4栗 57 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 450＋ 2 〃 ハナ 1．8�
44 リルバイリル �6鹿 57 北村 宏司小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 478＋ 42：07．33	 7．1�
77 コスモグレースフル 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 494－ 42：08．57 12．6�
33 ゴールドブライアン 牡6青鹿57 吉田 隼人杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460－ 42：08．81
 9．0�
22 ウィケットキーパー 牝5鹿 55 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B462＋ 42：09．54 15．1	
55 リバーキャッスル 牝9栗 55 宮崎 北斗河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 446＋ 82：12．1大差 92．8
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売 得 金
単勝： 33，730，300円 複勝： 41，421，400円 枠連： 発売なし
馬連： 76，152，500円 馬単： 51，108，900円 ワイド： 26，598，300円
3連複： 76，422，600円 3連単： 241，532，300円 計： 546，966，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 140円 �� 270円 �� 240円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，930円

票 数

単勝票数 計 337303 的中 � 83795（2番人気）
複勝票数 計 414214 的中 � 86566（2番人気）� 167442（1番人気）
馬連票数 計 761525 的中 �� 236194（1番人気）
馬単票数 計 511089 的中 �� 61366（2番人気）
ワイド票数 計 265983 的中 �� 58671（1番人気）�� 21607（4番人気）�� 24573（2番人気）
3連複票数 計 764226 的中 ��� 127583（1番人気）
3連単票数 計2415323 的中 ��� 90516（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．7―38．4―50．8―1：03．4―1：16．0―1：28．7―1：41．2―1：53．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．7―3F38．0

3 6（4，7）（2，3）5，1
2
4
6，7－2（4，5）3－1
6（4，7）（2，3）1，5

勝馬の
紹 介

サムソンズプライド �
�
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 2012．7．8 福島9着

2010．3．26生 牡4鹿 母 フェザーレイ 母母 エルフィンフェザー 18戦4勝 賞金 59，784，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リバーキャッスル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月7日まで平地競

走に出走できない。

15010 6月7日 雨 不良 （26東京3）第1日 第10競走 ��
��1，400�

こ く ぶ ん じ

国 分 寺 特 別
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

35 マンボネフュー 牡4青 57 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：26．5 3．4�
36 シングンジョーカー 牡3黒鹿54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 462－ 21：26．71� 8．6�
47 サクラディソール 牝4鹿 55 北村 宏司�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 424－ 21：26．8	 8．3�
12 ユキノアイオロス 
6鹿 57 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 6 〃 クビ 71．6�
611 コスモエルデスト 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 434－ 21：27．01	 4．1	
59 シンボリディスコ 牡4栗 57 田中 勝春シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 478－ 41：27．21� 20．4

24 ラインミーティア 牡4鹿 57 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 470＋141：27．51� 75．8�
816 カ ケ ダ シ 牡4鹿 57 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496＋ 21：27．81� 65．1�
818 ヤサカオディール 牝5黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 440＋ 21：28．01 298．6
817 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B440± 01：28．1	 58．8�
23 リュクサンブール 牡3鹿 54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 448＋ 21：28．52	 11．0�
715 ショウナンダイチ 牡4鹿 57 柴田 善臣国本 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 470－ 21：29．13	 7．9�
11 � トミケンジェスト 牡4栗 57 大野 拓弥冨樫 賢二氏 高橋 文雅 新ひだか 矢野牧場 466± 0 〃 クビ 246．7�
612 クリノイザナミ 牝3青 52 丸田 恭介栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 412－ 41：29．31 72．2�
510 スズノフウジン 牡4栗 57 松岡 正海小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 504＋ 2 〃 ハナ 14．5�
713� アクアライン 牝5黒鹿55 吉田 豊古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 464＋ 41：29．62 55．0�
714 エスユーハリケーン 牡4鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 484＋ 21：30．34 22．0�
48 オリバーバローズ 牡4黒鹿57 江田 照男猪熊 広次氏 尾形 和幸 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490－101：31．57 175．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 44，347，300円 複勝： 77，068，200円 枠連： 35，767，100円
馬連： 152，246，000円 馬単： 69，010，300円 ワイド： 60，057，200円
3連複： 198，210，300円 3連単： 309，863，500円 計： 946，569，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 250円 � 250円 枠 連（3－3） 2，510円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 770円 �� 640円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 24，140円

票 数

単勝票数 計 443473 的中 � 102135（1番人気）
複勝票数 計 770682 的中 � 138104（1番人気）� 74396（4番人気）� 72167（5番人気）
枠連票数 計 357671 的中 （3－3） 11016（13番人気）
馬連票数 計1522460 的中 �� 48291（9番人気）
馬単票数 計 690103 的中 �� 12277（16番人気）
ワイド票数 計 600572 的中 �� 20008（7番人気）�� 24909（4番人気）�� 12245（13番人気）
3連複票数 計1982103 的中 ��� 28927（14番人気）
3連単票数 計3098635 的中 ��� 9305（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．2―36．6―49．5―1：01．7―1：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．0
3 12（6，11）17（9，10，18）（4，7）（13，14）（5，15）（2，3，8）－（1，16） 4 12，11（6，17）（4，9，18）（2，7，10，14）（5，13）（3，15）8（1，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マンボネフュー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．9．15 中山1着

2010．4．4生 牡4青 母 セカンドハピネス 母母 Miesque 10戦3勝 賞金 41，681，000円
〔騎手変更〕 トミケンジェスト号の騎手杉原誠人は，負傷のため大野拓弥に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリバーバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月7日まで平地

競走に出走できない。



15011 6月7日 雨 不良 （26東京3）第1日 第11競走 ��
��1，400�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

11 デザートオアシス 牡6鹿 57 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516＋121：22．5 2．0�

78 ドリームコンサート 牡5栗 57 蛯名 正義松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B500－ 41：22．81� 4．7�
55 	 キョウエイバサラ 牡6芦 57 石橋 脩田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 522－121：22．9
 25．8�
44 リックムファサ 牡6鹿 57 丸田 恭介山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 482＋ 41：23．22 37．4�
66 ケンエンブレム 牡6鹿 57 横山 和生中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 466＋ 6 〃 ハナ 17．4�
810	 インディーズゲーム 牡6鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 468－ 41：23．41� 4．7�
22 ヴィンテージイヤー 牡5鹿 57 吉田 豊 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B514－ 21：23．61
 19．8

33 ダノンハラショー 牡7栗 57 三浦 皇成	ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 456－ 21：23．91� 48．0�
79 � ク ロ タ カ 牝5黒鹿55 嶋田 純次�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 490＋ 61：24．0
 36．0
811 キングヒーロー 牡5黒鹿57 熊沢 重文伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 498－ 41：24．32 9．2�
67 トーセントレジャー 牡6鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 矢野牧場 B500－ 21：25．79 69．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 56，809，100円 複勝： 76，118，500円 枠連： 39，539，900円
馬連： 195，011，500円 馬単： 109，596，100円 ワイド： 66，707，100円
3連複： 226，583，100円 3連単： 490，449，600円 計： 1，260，814，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 170円 � 330円 枠 連（1－7） 430円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 250円 �� 730円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 10，970円

票 数

単勝票数 計 568091 的中 � 220392（1番人気）
複勝票数 計 761185 的中 � 226129（1番人気）� 105817（3番人気）� 40728（7番人気）
枠連票数 計 395399 的中 （1－7） 71246（2番人気）
馬連票数 計1950115 的中 �� 320383（1番人気）
馬単票数 計1095961 的中 �� 119172（1番人気）
ワイド票数 計 667071 的中 �� 81088（1番人気）�� 21737（9番人気）�� 10934（17番人気）
3連複票数 計2265831 的中 ��� 46602（9番人気）
3連単票数 計4904496 的中 ��� 32386（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．5―58．1―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 ・（1，8）（2，10）（4，7，5）－11－（3，9）6 4 1，8（2，10）5，4，7（3，11）9，6

勝馬の
紹 介

デザートオアシス �
�
父 Kheleyf �

�
母父 Rahy デビュー 2011．7．2 京都3着

2008．5．5生 牡6鹿 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia 19戦5勝 賞金 82，690，000円

15012 6月7日 雨 不良 （26東京3）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

36 フランチャイズ 牡5栗 57 吉田 豊島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 510－ 41：35．8 68．2�
815 バーディーイーグル 牡4鹿 57 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 478＋ 81：36．22� 2．3�
35 タマモマズルカ 牡3黒鹿54 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 508＋ 21：36．62� 11．7�
47 フォールティテール 牡3黒鹿54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 500＋ 4 〃 ハナ 17．9�
59 サンマルスピリット 牡4鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 B484－ 21：36．81� 166．3�
713	 ポンデザムール 牡4黒鹿57 松岡 正海岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 506－121：37．11
 75．2	
11 � ドラゴンキングダム 牡3黒鹿54 田中 勝春窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven

Steadings 514± 01：37．2
 5．5

612	 ホクレアポパイ �5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 422± 01：37．41� 162．2�
48 クラウドチェンバー �5鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452－ 21：37．5クビ 8．9
24 	 スペシャルリッチ 牡4青鹿57 石橋 脩宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 506－ 61：37．71 150．8�
611 ツクバローレル 牡4黒鹿57 横山 典弘荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 青森 ワールドファーム 508－ 21：37．9
 4．1�
714 ケイアイホクトセイ �4鹿 57 吉田 隼人亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 B492± 0 〃 ハナ 66．1�
816� テ ス テ ィ コ 牝3芦 52 丸田 恭介吉田 和美氏 木村 哲也 米 Casner

Racing, LP 510－ 61：38．11� 13．5�
12 ト キ ノ ユ ウ 牡5鹿 57 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 452± 01：38．31 209．7�
510 モ リ ミ ヤ ビ 牝4栗 55 木幡 初広�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B446－ 41：38．4クビ 308．3�
23 コスモリトライ 牡3鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 金成 貴史 日高 ナカノファーム B478＋241：39．14 115．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，863，800円 複勝： 87，081，500円 枠連： 40，282，900円
馬連： 166，040，200円 馬単： 93，818，800円 ワイド： 71，865，600円
3連複： 210，836，300円 3連単： 408，010，600円 計： 1，139，799，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，820円 複 勝 � 790円 � 130円 � 240円 枠 連（3－8） 910円

馬 連 �� 5，600円 馬 単 �� 19，170円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 3，650円 �� 430円

3 連 複 ��� 10，340円 3 連 単 ��� 118，370円

票 数

単勝票数 計 618638 的中 � 7249（9番人気）
複勝票数 計 870815 的中 � 19360（8番人気）� 248551（1番人気）� 82149（5番人気）
枠連票数 計 402829 的中 （3－8） 34033（4番人気）
馬連票数 計1660402 的中 �� 22972（17番人気）
馬単票数 計 938188 的中 �� 3670（50番人気）
ワイド票数 計 718656 的中 �� 9959（17番人気）�� 4750（28番人気）�� 46904（4番人気）
3連複票数 計2108363 的中 ��� 15292（28番人気）
3連単票数 計4080106 的中 ��� 2499（308番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．2―47．3―59．6―1：11．9―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フランチャイズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 タマモクロス デビュー 2011．11．12 東京12着

2009．3．21生 牡5栗 母 ブレスマイソウル 母母 ウ ェ ル デ ン 16戦2勝 賞金 20，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイキグラミー号



（26東京3）第1日 6月7日（土曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 174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

195，840，000円
2，030，000円
6，860，000円
1，570，000円
16，010，000円
65，081，000円
5，106，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
413，546，300円
676，482，100円
252，489，600円
1，046，628，700円
609，283，100円
446，406，000円
1，293，951，300円
2，435，842，600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 7，174，629，700円

総入場人員 17，851名 （有料入場人員 16，584名）
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