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15025 6月14日 晴 重 （26東京3）第3日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10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
1：34．1
1：33．3

不良
良

33 エストゥペンド 牡3鹿 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 482－101：36．9 1．7�
45 ゴールドシェンロン 牡3栗 56 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 444＋ 21：37．0� 17．2�
814 ドリームエルダー 牡3栗 56

53 ▲原田 和真セゾンレースホース� 根本 康広 豊浦 飯原牧場 460－ 61：37．42� 11．3�
57 エンリルバローズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか タイヘイ牧場 482－ 61：37．5� 12．2�
46 トーアキヨモリ 牡3鹿 56 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 528＋ 21：37．81� 22．7�
69 ミスターエンザン 牡3鹿 56 武士沢友治深澤 朝房氏 尾関 知人 新ひだか 前川 正美 490± 01：38．01� 6．5	
712 ルミラークル 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 ハナ 20．9

813 スズカプリオール 牡3鹿 56 宮崎 北斗永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 498－ 41：38．63� 89．8�
22 リオサリナス 牡3芦 56 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 512± 01：39．34 14．5
711 クラバウターマン 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 470＋ 8 〃 ハナ 338．5�
11 ジーガークリスタル 牡3鹿 56 高倉 稜�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 530± 01：39．4� 33．9�
610 ナスセンプウ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム 436＋ 4 〃 アタマ 229．1�
34 インストレーション 牡3鹿 56 蛯名 正義有限会社シルク中川 公成 日高 庄野牧場 522－121：39．6� 11．7�
58 プロミシングアイズ 牡3栗 56 内田 博幸前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512± 01：40．02� 55．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，345，700円 複勝： 61，305，500円 枠連： 13，548，900円
馬連： 51，517，600円 馬単： 35，555，200円 ワイド： 26，916，900円
3連複： 70，956，000円 3連単： 119，751，600円 計： 404，897，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 360円 � 240円 枠 連（3－4） 720円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 700円 �� 430円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 14，100円

票 数

単勝票数 計 253457 的中 � 113108（1番人気）
複勝票数 計 613055 的中 � 334357（1番人気）� 20884（8番人気）� 35715（4番人気）
枠連票数 計 135489 的中 （3－4） 14409（4番人気）
馬連票数 計 515176 的中 �� 27464（6番人気）
馬単票数 計 355552 的中 �� 12233（7番人気）
ワイド票数 計 269169 的中 �� 9832（7番人気）�� 17297（3番人気）�� 3233（22番人気）
3連複票数 計 709560 的中 ��� 13205（13番人気）
3連単票数 計1197516 的中 ��� 6155（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．6―48．0―1：00．6―1：12．8―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エストゥペンド �
�
父 オリオンザサンクス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．8．4 新潟12着

2011．5．24生 牡3鹿 母 ブルーフェアプレー 母母 フジノトップロマン 10戦1勝 賞金 13，000，000円

15026 6月14日 晴 重 （26東京3）第3日 第2競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 オニノシタブル 牡3栗 56 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B472－ 41：24．6 3．8�
48 マハーシュリー 牝3黒鹿54 横山 典弘高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 432－ 4 〃 クビ 2．8�
612 モリトハリウッド 牡3鹿 56 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 510＋ 21：24．91� 6．6�
714 ホワイトロブソン 牡3芦 56 伊藤 工真�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 酒井牧場 464 ―1：25．0� 80．0�
611 サウスキング 牡3黒鹿56 戸崎 圭太南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 478－121：25．21� 14．5�
11 ヴ ァ ー ノ ン 牡3栗 56

53 ▲原田 和真�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 482－ 4 〃 クビ 187．6	
12 ブラックソヴリン 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 456＋ 61：25．3� 39．4

36 バトルヴェルデ 牝3鹿 54 的場 勇人宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 450－ 61：25．62 62．6�
510 ウ ラ レ ナ 牡3鹿 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B498－ 41：25．7� 10．3
24 シ ュ メ リ ア 牝3黒鹿54 内田 博幸山本 英俊氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B482－ 61：26．01� 13．0�
59 ノリノリハッピー 牡3栗 56 田辺 裕信足立 範子氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 460－ 41：26．21� 8．8�
47 ディアヴォーグ 牡3栗 56 武士沢友治ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 金石牧場 B470－ 41：26．3� 21．7�
35 マリーアントワー 牝3黒鹿54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新ひだか 藤原牧場 450－ 21：26．72� 57．9�
23 カ ツ ラ オ ー 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太篠木 俊二氏 菅原 泰夫 茨城 篠木牧場 432－ 41：27．23 330．3�
816 ファインクリスエス 牡3黒鹿56 大野 拓弥井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 B468－ 21：27．41� 283．7�
713 ターンザタッセル 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 B464－ 41：27．93 221．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，649，800円 複勝： 43，133，300円 枠連： 15，086，800円
馬連： 53，388，300円 馬単： 31，787，100円 ワイド： 26，584，100円
3連複： 66，224，200円 3連単： 101，260，600円 計： 362，114，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 120円 � 160円 枠 連（4－8） 540円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 280円 �� 440円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 5，350円

票 数

単勝票数 計 246498 的中 � 51492（2番人気）
複勝票数 計 431333 的中 � 72715（2番人気）� 114398（1番人気）� 59900（3番人気）
枠連票数 計 150868 的中 （4－8） 21315（1番人気）
馬連票数 計 533883 的中 �� 66851（1番人気）
馬単票数 計 317871 的中 �� 17026（2番人気）
ワイド票数 計 265841 的中 �� 25017（1番人気）�� 14363（4番人気）�� 24238（2番人気）
3連複票数 計 662242 的中 ��� 41845（1番人気）
3連単票数 計1012606 的中 ��� 13711（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．3―47．7―59．9―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オニノシタブル �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．10．6 東京13着

2011．4．10生 牡3栗 母 マジックミラージュ 母母 Missy’s Mirage 6戦1勝 賞金 8，600，000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。
（非当選馬） 1頭 ダイアペイソン号

第３回 東京競馬 第３日



15027 6月14日 晴 重 （26東京3）第3日 第3競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

812 マキシマムフロウ 牡3栗 56 石橋 脩 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム B474－ 42：11．3 1．9�
11 シゲルヒュウガ 牡3栗 56 田辺 裕信森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 B480－ 22：12．25 5．0�
55 ア ク シ ア 牡3栗 56 蛯名 正義山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 B478＋ 62：12．41� 7．3�
68 ブラウンサターン 牡3青鹿56 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 458＋ 42：12．61� 6．8�
33 コマノアスリート 牡3鹿 56 伊藤 工真長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 460＋ 22：12．91� 28．3�
56 ハ イ ク ロ ス 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 442＋ 62：13．11� 23．5	
811 メローワイン 牡3鹿 56 江田 照男渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 森 牧場 498－12 〃 ハナ 17．5

710 タイセイヒート 牡3青鹿56 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 468± 02：13．2� 44．7�
67 ダノンジャガー 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人�ダノックス 萩原 清 洞�湖 レイクヴィラファーム 516－122：14．26 13．8
22 レッドリベリオン 牡3鹿 56 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 戸田 博文 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 42：14．73 85．8�
79 ウインエターナル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 514± 02：15．76 182．7�
44 イニシアチブバイオ 牝3鹿 54 的場 勇人バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 440＋ 42：16．97 86．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，379，300円 複勝： 40，591，200円 枠連： 13，629，900円
馬連： 46，542，100円 馬単： 32，694，800円 ワイド： 22，662，400円
3連複： 54，901，800円 3連単： 103，313，600円 計： 335，715，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（1－8） 370円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 290円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 2，950円

票 数

単勝票数 計 213793 的中 � 87559（1番人気）
複勝票数 計 405912 的中 � 165614（1番人気）� 62564（2番人気）� 36891（4番人気）
枠連票数 計 136299 的中 （1－8） 28427（1番人気）
馬連票数 計 465421 的中 �� 85553（1番人気）
馬単票数 計 326948 的中 �� 32385（1番人気）
ワイド票数 計 226624 的中 �� 27438（1番人気）�� 20075（3番人気）�� 10483（6番人気）
3連複票数 計 549018 的中 ��� 39093（2番人気）
3連単票数 計1033136 的中 ��� 25329（2番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．3―12．7―12．8―13．1―13．1―12．5―12．0―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―17．8―30．1―42．8―55．6―1：08．7―1：21．8―1：34．3―1：46．3―1：58．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マキシマムフロウ �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2013．10．19 東京13着

2011．3．20生 牡3栗 母 ミ ュ ン シ ー 母母 Martingale 6戦1勝 賞金 10，600，000円

15028 6月14日 晴 良 （26東京3）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

818 エリーフェアリー 牝3鹿 54 内田 博幸谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 478＋ 41：49．7 4．4�

36 キャンディキー 牝3青鹿54 武士沢友治北前孔一郎氏 高柳 瑞樹 新冠 中本牧場 440－ 41：49．8� 7．9�
59 ダイワブレス 牝3栗 54 蛯名 正義大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 502± 0 〃 クビ 2．9�
35 バトルジェジェジェ 牝3鹿 54 柴田 善臣宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 442－ 21：50．01� 7．5�
816 ハートフルデイズ 牝3栗 54 横山 典弘近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 466－ 21：50．1� 20．8�
48 チ ー カ 牝3芦 54 田辺 裕信窪田 康志氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420± 01：50．31� 21．2�
612 パ ラ ド ー ロ 牝3栗 54 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 410－101：50．4� 10．9

817 ミヤビソーダライト 牝3黒鹿54 吉田 豊村上 義勝氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 450＋ 2 〃 ハナ 67．9�
23 スイートルイーズ 牝3鹿 54 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 438± 01：50．82� 18．7�
510 マ ニ エ ー テ 牝3栗 54 北村 宏司堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 416－ 61：51．01� 32．7
715 ミルノワール 牝3青鹿54 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450＋101：51．21� 69．7�
24 スイチョウカ 牝3鹿 54 大野 拓弥 	社台レースホース中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 61：51．41� 157．8�
12 ユズノカオリ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 田原橋本牧場 B456＋ 4 〃 クビ 18．7�
714 ロ セ ウ ス 牝3鹿 54 高倉 稜吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 406＋ 41：51．5� 60．2�
11 ダ ー エ 牝3栗 54 伊藤 工真小林 博雄氏 伊藤 正徳 平取 高橋 幸男 434－ 21：51．6� 25．6�
713 ネ メ シ ス 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田スタツド 442＋101：52．34 370．6�
47 ステイバンク 牝3栗 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 浦河 大道牧場 396＋101：52．83 317．5�
611 ヤギリヒマワリ 牝3鹿 54 大江原 圭内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 454± 01：53．01� 356．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，536，000円 複勝： 43，745，900円 枠連： 19，291，200円
馬連： 56，694，100円 馬単： 34，211，300円 ワイド： 30，421，600円
3連複： 75，178，400円 3連単： 110，437，100円 計： 393，515，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 190円 � 130円 枠 連（3－8） 790円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 540円 �� 280円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 10，620円

票 数

単勝票数 計 235360 的中 � 42755（2番人気）
複勝票数 計 437459 的中 � 79831（2番人気）� 49926（3番人気）� 97350（1番人気）
枠連票数 計 192912 的中 （3－8） 18802（3番人気）
馬連票数 計 566941 的中 �� 22639（5番人気）
馬単票数 計 342113 的中 �� 7233（9番人気）
ワイド票数 計 304216 的中 �� 13415（5番人気）�� 30042（1番人気）�� 16453（2番人気）
3連複票数 計 751784 的中 ��� 39825（1番人気）
3連単票数 計1104371 的中 ��� 7537（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．6―49．3―1：01．9―1：14．6―1：26．3―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．1

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

エリーフェアリー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．6．9 東京8着

2011．4．29生 牝3鹿 母 キセキスティール 母母 シンワスティール 14戦1勝 賞金 14，450，000円
〔制裁〕 キャンディキー号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。
（非抽選馬） 2頭 コスモスミレ号・スイートイレーヌ号



15029 6月14日 晴 良 （26東京3）第3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

713 ホワイトエレガンス 牝2芦 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 454 ―1：24．9 4．2�
24 デュアルメジャー 牡2青鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 クビ 5．3�
818 ココロノママニ 牝2黒鹿54 柴田 未崎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 412 ―1：25．0� 32．6�
612 ゼンノイザナギ 牡2栗 54 内田 博幸大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 474 ―1：25．2� 6．9�
47 グリシーヌシチー 牝2鹿 54 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 456 ― 〃 アタマ 3．6	
510 インデペンデント 牡2栗 54 横山 典弘�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 506 ― 〃 アタマ 10．1

817 ペネトレイト 牝2鹿 54 宮崎 北斗青山 英昭氏 和田 雄二 日高 新井 昭二 400 ― 〃 ハナ 47．0�
611 ランバイワイルド 牡2鹿 54 大庭 和弥佐藤 力治氏 池上 昌弘 青森 ワールドファーム 430 ―1：26．05 82．5�
715 フォレスタレガーロ 牝2栗 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 446 ―1：26．1� 13．1
23 コーリンバロック 牡2栗 54 西田雄一郎伊藤 恵子氏 小野 次郎 平取 中川 隆 B454 ―1：26．31� 125．9�
714 ウイズキッド 牡2黒鹿54 北村 宏司井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 520 ―1：26．51� 26．2�
35 ウ エ イ ブ 牡2青鹿54 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 佐竹 学 412 ―1：26．81� 61．6�
59 トリプルマーメード 牝2青鹿54 大野 拓弥平澤 創氏 根本 康広 日高 浦新 徳司 418 ―1：26．9� 96．7�
48 ポ ン ト ス 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 436 ―1：27．32� 153．0�
12 ジュンナカヤマ 牝2鹿 54 田辺 裕信河合 純二氏 高柳 瑞樹 様似 富田 恭司 402 ―1：27．4� 21．7�
36 エルヴィルダ 牡2栗 54 的場 勇人上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 484 ―1：27．82� 147．4�
11 カシノキングダム 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 436 ―1：27．9クビ 109．6�
816 シゲルケンカマツリ 牡2鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 522 ―1：28．22 28．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，196，300円 複勝： 35，696，400円 枠連： 18，645，000円
馬連： 52，548，000円 馬単： 30，118，900円 ワイド： 24，543，000円
3連複： 64，944，900円 3連単： 90，704，800円 計： 341，397，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 210円 � 620円 枠 連（2－7） 1，000円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，590円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 16，960円 3 連 単 ��� 70，100円

票 数

単勝票数 計 241963 的中 � 45153（2番人気）
複勝票数 計 356964 的中 � 73180（1番人気）� 46255（3番人気）� 11033（9番人気）
枠連票数 計 186450 的中 （2－7） 14344（3番人気）
馬連票数 計 525480 的中 �� 27294（5番人気）
馬単票数 計 301189 的中 �� 8616（7番人気）
ワイド票数 計 245430 的中 �� 12458（4番人気）�� 2345（27番人気）�� 2031（32番人気）
3連複票数 計 649449 的中 ��� 2871（48番人気）
3連単票数 計 907048 的中 ��� 938（195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．8―37．6―50．2―1：01．8―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトエレガンス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．3．30生 牝2芦 母 レディベローナ 母母 シンコウラブリイ 1戦1勝 賞金 7，000，000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 トーセンミッション号

15030 6月14日 晴 稍重 （26東京3）第3日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （ダート・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
1：23．1
1：23．1

重
重

23 クイーンマグノリア 牝2栗 54 宮崎 北斗 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 420 ―1：26．8 22．6�
36 メイプルレインボー 牡2栗 54 吉田 豊節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 460 ―1：27．12 23．9�
11 トーセンジャズ 牡2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 456 ― 〃 クビ 19．0�
816 ドラゴンゲート 牡2栗 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 446 ―1：27．2� 18．8�
24 ム サ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442 ―1：27．3� 53．1	
59 ノースランドボーイ 牡2青 54 岩部 純二河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 472 ― 〃 クビ 75．1

47 タガノアルデ 牡2芦 54 戸崎 圭太八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472 ―1：27．72� 7．1�
713 トミケンキルカス 牡2栗 54 田中 勝春冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 飯岡牧場 478 ―1：28．33� 49．3�
48 ロイヤルパンプ 牡2栗 54 高倉 稜吉田 哲哉氏 中竹 和也 平取 稲原牧場 496 ―1：28．4� 32．0
35 シ ュ ー イ チ 牡2鹿 54 西田雄一郎益田 修一氏 中野 栄治 新ひだか 西川富岡牧場 482 ―1：28．72 75．5�
611� スームジュール 牡2鹿 54 北村 宏司前田 幸治氏 角田 晃一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 476 ―1：29．23 1．5�
815 ヘ ッ ト ロ ー 牡2青鹿 54

51 ▲木幡 初也�谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 478 ―1：29．3クビ 25．4�
714 デピュートアゲン 牡2鹿 54 大野 拓弥浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 478 ―1：29．62 33．8�
612 ウインバローラス 牡2鹿 54 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 474 ―1：29．91	 42．7�
510 シゲルギシサイ 牡2鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 浜口牧場 476 ―1：30．43 13．9�
12 サウスリュウセイ 牡2鹿 54 大庭 和弥南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 442 ―1：39．8大差 104．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，688，300円 複勝： 49，365，500円 枠連： 17，687，500円
馬連： 53，109，000円 馬単： 38，518，000円 ワイド： 27，277，900円
3連複： 66，219，800円 3連単： 116，069，200円 計： 395，935，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 900円 � 940円 � 640円 枠 連（2－3） 7，930円

馬 連 �� 21，180円 馬 単 �� 57，890円

ワ イ ド �� 5，310円 �� 3，190円 �� 4，110円

3 連 複 ��� 66，750円 3 連 単 ��� 678，630円

票 数

単勝票数 計 276883 的中 � 9765（6番人気）
複勝票数 計 493655 的中 � 14346（7番人気）� 13636（9番人気）� 21039（4番人気）
枠連票数 計 176875 的中 （2－3） 1728（27番人気）
馬連票数 計 531090 的中 �� 1943（51番人気）
馬単票数 計 385180 的中 �� 499（101番人気）
ワイド票数 計 272779 的中 �� 1319（51番人気）�� 2214（27番人気）�� 1713（34番人気）
3連複票数 計 662198 的中 ��� 744（150番人気）
3連単票数 計1160692 的中 ��� 124（1111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．4―36．4―49．0―1：01．6―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クイーンマグノリア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Lear Fan 初出走

2012．2．19生 牝2栗 母 エヴァンタイユ 母母 Felicita 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 トーセンジャズ号の騎手横山典弘は，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：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウスリュウセイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 オトコノヒマツリ号・タカラドリーム号・デンバー号・ブラックブリーズ号・ワイルドサルート号



15031 6月14日 晴 稍重 （26東京3）第3日 第7競走 ��
��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

36 ツインキャンドル 牝3鹿 52
49 ▲石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 438－ 41：17．3 12．9�

611 ア ビ ス コ 牡4芦 57 田中 勝春金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 476－ 61：17．72� 65．7�

48 サウスマキシム 牡4鹿 57 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 518＋ 61：17．91� 3．4�
12 ブライトシチー 牡5青鹿57 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 492－ 81：18．0	 46．3�
815 マ ン リ ー 牡4鹿 57 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 508－ 61：18．21
 7．6	
714 スワンボート 牡4鹿 57 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 462＋ 61：18．4	 10．4

47 � ジェイケイヒーロー 牡5鹿 57 伊藤 工真小谷野次郎氏 伊藤 正徳 浦河 畔高牧場 488－ 21：18．5	 137．1�
510� サクラシェンロン 牡4栗 57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 B518－ 61：18．6クビ 4．0�
24 � トゥールモンド 4栗 57 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 458－ 6 〃 クビ 5．3
59 � ショウナンヤマト 牡4栗 57 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 530＋ 61：19．02� 9．3�
713 バ ル ザ ッ ク 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 444＋ 41：19．1� 31．8�
23 ターゲットゾーン 牡4栗 57 武士沢友治畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 504－ 61：19．3	 89．7�
11 � キョウエイラーケン 牡4鹿 57 柴田 未崎田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム B492＋ 21：19．62 91．7�
816� カンタベリーリュウ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 502－ 61：19．7クビ 319．0�
612 ミシックトウショウ 牝6鹿 55 西田雄一郎トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 446＋ 21：20．55 127．7�
35 フ ク ノ ト リ 牡3黒鹿54 宮崎 北斗小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 460－101：21．13� 142．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，525，100円 複勝： 43，371，000円 枠連： 18，501，000円
馬連： 63，436，700円 馬単： 34，499，200円 ワイド： 29，899，600円
3連複： 75，035，800円 3連単： 116，490，600円 計： 406，759，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 360円 � 1，070円 � 150円 枠 連（3－6） 10，880円

馬 連 �� 36，680円 馬 単 �� 57，240円

ワ イ ド �� 7，730円 �� 800円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 27，580円 3 連 単 ��� 235，900円

票 数

単勝票数 計 255251 的中 � 15820（7番人気）
複勝票数 計 433710 的中 � 28043（7番人気）� 7954（10番人気）� 102091（1番人気）
枠連票数 計 185010 的中 （3－6） 1317（27番人気）
馬連票数 計 634367 的中 �� 1340（58番人気）
馬単票数 計 344992 的中 �� 452（101番人気）
ワイド票数 計 298996 的中 �� 958（55番人気）�� 10123（8番人気）�� 3944（21番人気）
3連複票数 計 750358 的中 ��� 2040（71番人気）
3連単票数 計1164906 的中 ��� 358（529番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．0―11．8―11．9―12．0―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―17．7―28．7―40．5―52．4―1：04．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツインキャンドル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．12．8 中山13着

2011．5．11生 牝3鹿 母 モンローライン 母母 ビッグモンロー 6戦2勝 賞金 13，750，000円
※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 サイレンスバード号・ショウナンアポロン号・ドレッシースタイル号

15032 6月14日 晴 良 （26東京3）第3日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 ショウナンバーキン 牝4青 55 吉田 豊国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 470＋122：02．0 2．4�
44 サトノフェアリー 牝4鹿 55 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 438－142：02．42� 61．0�
811 ボーイフレンド 牡5栗 57 横山 典弘北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 442－ 6 〃 クビ 7．8�
66 サンバジーリオ 牡4鹿 57 石橋 脩吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 508＋ 42：02．61	 6．5�
79 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 田辺 裕信田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 460－ 42：02．81	 4．5�
22 ピタゴラスコンマ 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 516－ 2 〃 ハナ 15．3�
55 エリンジューム 牝4黒鹿55 江田 照男有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 470－ 22：03．22� 36．7	
67 セイクリッドロード 
5鹿 57 内田 博幸岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 498＋ 22：03．3� 19．9

11 マクベスバローズ 牡4黒鹿57 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B454± 0 〃 クビ 9．6�
78 � シェーンメーア 牡4青鹿57 柴田 善臣窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm B540－162：03．72� 14．1�
810 クリノビシャモン 牡3鹿 54

51 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 524± 02：05．310 283．7
（11頭）

売 得 金
単勝： 31，953，000円 複勝： 43，238，100円 枠連： 17，765，100円
馬連： 74，470，500円 馬単： 42，803，800円 ワイド： 33，721，300円
3連複： 83，699，200円 3連単： 149，268，600円 計： 476，919，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 1，100円 � 210円 枠 連（3－4） 7，920円

馬 連 �� 8，690円 馬 単 �� 12，390円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 450円 �� 5，460円

3 連 複 ��� 18，580円 3 連 単 ��� 89，880円

票 数

単勝票数 計 319530 的中 � 105813（1番人気）
複勝票数 計 432381 的中 � 94577（1番人気）� 7187（10番人気）� 54858（4番人気）
枠連票数 計 177651 的中 （3－4） 1738（21番人気）
馬連票数 計 744705 的中 �� 6634（28番人気）
馬単票数 計 428038 的中 �� 2591（48番人気）
ワイド票数 計 337213 的中 �� 2919（33番人気）�� 21412（3番人気）�� 1493（38番人気）
3連複票数 計 836992 的中 ��� 3377（59番人気）
3連単票数 計1492686 的中 ��� 1204（291番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―11．9―12．4―12．8―12．7―12．3―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．0―36．9―49．3―1：02．1―1：14．8―1：27．1―1：38．7―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバーキン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．1．13 京都2着

2010．1．21生 牝4青 母 ショウナンマライア 母母 ショウナンアイドル 19戦3勝 賞金 39，541，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



15033 6月14日 晴 良 （26東京3）第3日 第9競走 ��
��1，600�

え しま

江 の 島 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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

88 ベステゲシェンク 牡4鹿 57 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：34．5 3．5�
55 サイモンラムセス 牡4鹿 57 内田 博幸澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 438＋ 61：34．81� 6．4�
77 マイネアルナイル 牝5青鹿55 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 8 〃 クビ 15．5�
33 オコレマルーナ 牡5青鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 446＋ 41：35．01	 1．8�
44 ガーネットチャーム 牝5鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 432＋ 61：35．21	 7．8	
66 コスモトゥルーラヴ 牡5鹿 57 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 498± 01：35．41
 27．6

11 ツヨシノブルーム �5芦 57 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 482－ 41：35．61	 83．5�
22 トルバドゥール 牡6栃栗57 田辺 裕信 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 476－ 81：36．13 43．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 39，225，500円 複勝： 70，028，600円 枠連： 発売なし
馬連： 85，699，300円 馬単： 59，510，000円 ワイド： 30，767，600円
3連複： 80，103，600円 3連単： 246，881，700円 計： 612，216，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 220円 � 260円 � 490円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 420円 �� 660円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 11，260円

票 数

単勝票数 計 392255 的中 � 88094（2番人気）
複勝票数 計 700286 的中 � 90930（2番人気）� 71905（3番人気）� 32554（5番人気）
馬連票数 計 856993 的中 �� 58451（4番人気）
馬単票数 計 595100 的中 �� 25994（6番人気）
ワイド票数 計 307676 的中 �� 20304（4番人気）�� 11792（8番人気）�� 6120（13番人気）
3連複票数 計 801036 的中 ��� 17736（12番人気）
3連単票数 計2468817 的中 ��� 15882（38番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．4―11．9―12．4―11．6―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．4―47．3―59．7―1：11．3―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベステゲシェンク 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2012．11．11 東京1着

2010．4．23生 牡4鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 11戦4勝 賞金 54，582，000円

15034 6月14日 晴 稍重 （26東京3）第3日 第10競走 ��
��1，400�

こ が ね い

小 金 井 特 別
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

713 シンキングマシーン �5黒鹿57 大野 拓弥佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド B502－ 41：23．3 3．1�
36 ピ ン ポ ン 牡4鹿 57 戸崎 圭太小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 460＋ 2 〃 アタマ 4．4�
47 ビッグリバティ 牡5青鹿57 田中 勝春�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 524＋121：23．4	 57．7�
611 ヒ メ サ ク ラ 牝4鹿 55 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 452＋ 21：23．71
 53．1�
23 ヤマチョウフェア 牡6黒鹿57 石橋 脩長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 476＋ 21：23．91� 17．8�
816 ディアセルヴィス 牡4鹿 57 内田 博幸ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 482＋ 2 〃 クビ 10．4	
714 ショウナンダイラ 牡4鹿 57 蛯名 正義�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 546＋ 81：24．11� 11．3

24 ソ ラ ニ ー 牡4黒鹿57 横山 典弘井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 484－ 4 〃 アタマ 6．2�
815 ダンディーレイ 牡4栗 57 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 482± 0 〃 クビ 12．6�
612 イーグルカザン 牡6鹿 57 嘉藤 貴行山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 524± 01：24．31� 128．9
12 モズベラベラ 牡5栗 57 北村 宏司北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 462－ 81：24．5
 13．3�
48 ベルストーリー 牝5鹿 55 西田雄一郎髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 520＋ 6 〃 ハナ 459．0�
11 ラヴィアンクレール 牡6黒鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 454± 01：24．7
 12．4�
35 ミヤビリファイン 牡5青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 500＋ 4 〃 クビ 95．9�
59 ドラゴンフラッシュ 牡5栗 57 武士沢友治窪田 芳郎氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 508－ 61：25．44 387．7�
510 サンセルマン 牡5黒鹿57 宮崎 北斗井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 462－ 41：25．71
 119．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，454，000円 複勝： 81，843，800円 枠連： 43，636，400円
馬連： 155，604，800円 馬単： 70，880，800円 ワイド： 60，188，700円
3連複： 179，683，300円 3連単： 287，098，600円 計： 926，390，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 170円 � 1，060円 枠 連（3－7） 670円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，300円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 16，820円 3 連 単 ��� 60，220円

票 数

単勝票数 計 474540 的中 � 122042（1番人気）
複勝票数 計 818438 的中 � 168120（1番人気）� 141875（2番人気）� 13423（11番人気）
枠連票数 計 436364 的中 （3－7） 49798（2番人気）
馬連票数 計1556048 的中 �� 104975（1番人気）
馬単票数 計 708808 的中 �� 26471（1番人気）
ワイド票数 計 601887 的中 �� 42771（1番人気）�� 4399（41番人気）�� 4292（42番人気）
3連複票数 計1796833 的中 ��� 8009（70番人気）
3連単票数 計2870986 的中 ��� 3456（233番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―47．2―59．2―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンキングマシーン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Gilded Time デビュー 2011．11．27 東京2着

2009．4．2生 �5黒鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 18戦4勝 賞金 63，693，000円
〔発走状況〕 ソラニー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 ジャーグラット号
（非抽選馬） 1頭 クワイアーソウル号



15035 6月14日 晴 稍重 （26東京3）第3日 第11競走 ��
��1，600�アハルテケステークス

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，25．6．8以降26．6．8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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

34 � エアハリファ 牡5鹿 57 北村 宏司 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 478－ 21：34．6 4．6�

610� ベストウォーリア 牡4栗 57．5 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 514＋ 4 〃 クビ 1．6�

45 アドマイヤロイヤル 牡7鹿 57．5 内田 博幸近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 524＋131：35．02� 8．6�
22 ツクバコガネオー 	6栗 54 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 526＋ 41：35．2
 25．8�
69 サトノプライマシー 牡5鹿 55 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 530＋ 21：35．3
 7．8�
58 ナイトフッド 牡8青鹿54 田中 勝春 	社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B510－10 〃 ハナ 40．3

814� カネトシイナーシャ 牡6黒鹿54 田中 健兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 480－ 41：35．51 275．4�
712 クラシカルノヴァ 牡6黒鹿55 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 478± 0 〃 クビ 147．5�
711� アメリカンウィナー 牡5青鹿55 蛯名 正義吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 500－ 21：35．81
 17．7
33 トウショウクラウン 牡6栗 55 宮崎 北斗トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508－ 8 〃 ハナ 104．6�
57 ボ レ ア ス 牡6鹿 54 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：36．12 143．5�
813 エンジョイタイム 牡6鹿 53 高倉 稜前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 478± 01：36．31� 146．8�
11 トウショウカズン 牡7鹿 56 田辺 裕信トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 528± 01：36．72� 87．0�
46 ムーンリットレイク 牡6鹿 55 大野 拓弥 	サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：38．7大差 30．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 83，590，200円 複勝： 140，099，500円 枠連： 55，163，300円
馬連： 280，568，800円 馬単： 172，060，800円 ワイド： 114，831，300円
3連複： 359，863，700円 3連単： 819，400，700円 計： 2，025，578，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（3－6） 340円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 170円 �� 430円 �� 230円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 4，570円

票 数

単勝票数 計 835902 的中 � 144086（2番人気）
複勝票数 計1400995 的中 � 240343（2番人気）� 532599（1番人気）� 159695（3番人気）
枠連票数 計 551633 的中 （3－6） 125355（1番人気）
馬連票数 計2805688 的中 �� 585882（1番人気）
馬単票数 計1720608 的中 �� 126518（4番人気）
ワイド票数 計1148313 的中 �� 209306（1番人気）�� 54649（4番人気）�� 121747（2番人気）
3連複票数 計3598637 的中 ��� 366660（1番人気）
3連単票数 計8194007 的中 ��� 129940（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．7―46．5―58．7―1：10．7―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．9
3 1，6（2，9）12，10（3，11，8）（4，7）5，13，14 4 1，9（2，6）（10，12）（3，8，7）（4，11）5，13－14

勝馬の
紹 介

�エアハリファ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2011．11．20 京都2着

2009．2．14生 牡5鹿 母 Chez La Femme 母母 She’s Ecstatic 16戦7勝 賞金 146，718，000円

15036 6月14日 晴 良 （26東京3）第3日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000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
1：31．3
1：30．7

良
良

711 クロイゼリンチャン 牝4鹿 55 高倉 稜 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 440＋ 81：34．9 18．3�
34 チョコレートバイン 牝3鹿 52 蛯名 正義 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 432＋ 41：35．11� 2．4�
45 ブルジュオン 牝4黒鹿55 北村 宏司�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 21：35．2� 28．7�
58 ツクバアラモード 牝4栗 55 柴田 善臣細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 452－ 4 〃 クビ 39．9�
610 レッドマニッシュ 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484－ 21：35．3クビ 11．3	
814 ウインオリアート 牝3黒鹿 52

49 ▲木幡 初也�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 2 〃 クビ 10．8

22 アンスポークン 牝5鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：35．4� 38．0�
46 カフェブリリアント 牝4栗 55 戸崎 圭太西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 430－ 81：35．5� 4．1�
712 レイヌドネージュ 牝4鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 480± 0 〃 ハナ 6．1
57 クイーンアルタミラ 牝5黒鹿55 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 484＋ 41：35．6� 52．9�
33 レッドカチューシャ 牝4青鹿55 石橋 脩 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 470－ 21：35．7� 22．6�
69 アサクサウタヒメ 牝5黒鹿55 嶋田 純次田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 458－101：36．01� 207．8�
11 セレナビアンカ 牝3鹿 52 田中 勝春島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 426－101：36．85 19．8�
813 ツキノウサギ 牝4鹿 55 吉田 豊飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B442＋ 21：39．0大差 137．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，788，300円 複勝： 93，394，700円 枠連： 40，235，200円
馬連： 162，779，800円 馬単： 84，869，300円 ワイド： 73，940，500円
3連複： 203，652，000円 3連単： 363，680，500円 計： 1，085，340，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 330円 � 150円 � 710円 枠 連（3－7） 500円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 7，540円

ワ イ ド �� 830円 �� 5，280円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 18，370円 3 連 単 ��� 114，040円

票 数

単勝票数 計 627883 的中 � 27352（6番人気）
複勝票数 計 933947 的中 � 64487（6番人気）� 226621（1番人気）� 25969（11番人気）
枠連票数 計 402352 的中 （3－7） 62215（2番人気）
馬連票数 計1627798 的中 �� 54113（7番人気）
馬単票数 計 848693 的中 �� 8437（30番人気）
ワイド票数 計 739405 的中 �� 23941（6番人気）�� 3473（51番人気）�� 11564（17番人気）
3連複票数 計2036520 的中 ��� 8311（61番人気）
3連単票数 計3636805 的中 ��� 2312（358番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―10．8―11．9―12．5―12．4―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．0―33．8―45．7―58．2―1：10．6―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロイゼリンチャン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2012．11．4 東京5着

2010．4．20生 牝4鹿 母 プ レ ア デ ス 母母 エ チ ケ ッ ト 15戦2勝 賞金 23，730，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツキノウサギ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月14日まで平地競走

に出走できない。



（26東京3）第3日 6月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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

198，710，000円
10，300，000円
1，460，000円
17，880，000円
66，756，000円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
437，331，500円
745，813，500円
273，190，300円
1，136，359，000円
667，509，200円
501，754，900円
1，380，462，700円
2，624，357，600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 7，766，778，700円

総入場人員 25，534名 （有料入場人員 23，947名）
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