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15061 6月22日 小雨 良 （26東京3）第6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

713 ペイシャンスゼータ 牝3栗 54
51 ▲石川裕紀人北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 464－ 61：27．2 37．6�

35 シュンドルボン 牝3青鹿 54
51 ▲木幡 初也�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 474± 0 〃 クビ 3．9�

611 エ ル ゴ レ ア 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 452－ 81：27．51� 4．6�
（豪）

612 クインズストリーク 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 424－26 〃 アタマ 75．7�
510 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 444－ 4 〃 クビ 4．2	
816 パルティール 牝3栗 54 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 472－221：27．92� 4．9

36 クインズアベハ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 大滝 康晴 432－ 21：28．0� 6．9�
24 パ ル メ ッ ト 牝3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 81：28．2� 78．8�
23 マスキエッタ 牝3栗 54 小島 太一�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 484＋18 〃 クビ 134．5
11 ノ ア ポ ル テ 牝3鹿 54 西田雄一郎佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 水上 習孝 434－ 61：28．83� 154．5�
12 クリノミユキチャン 牝3鹿 54 大庭 和弥栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 今井 秀樹 438－ 21：29．12 21．1�
47 ヤマニンジュニパー 牝3鹿 54 内田 博幸土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 472± 0 〃 クビ 56．6�
48 スマイルエンジェル 牝3栗 54 田辺 裕信堀口 晴男氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 414－ 61：29．63 24．0�
59 ダ ブ ル エ ー 牝3栗 54 武士沢友治 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 81：30．45 76．0�
714 リキサンエルピーダ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 466－ 21：30．6� 157．5�
815 ナインドリーム 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 378－ 21：33．3大差 328．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，265，500円 複勝： 37，031，200円 枠連： 14，654，000円
馬連： 54，381，300円 馬単： 33，850，300円 ワイド： 25，743，900円
3連複： 72，263，200円 3連単： 117，620，500円 計： 376，809，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，760円 複 勝 � 760円 � 160円 � 180円 枠 連（3－7） 3，720円

馬 連 �� 7，300円 馬 単 �� 15，780円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 3，690円 �� 420円

3 連 複 ��� 12，710円 3 連 単 ��� 159，690円

票 数

単勝票数 計 212655 的中 � 4513（8番人気）
複勝票数 計 370312 的中 � 8899（8番人気）� 76171（1番人気）� 56071（4番人気）
枠連票数 計 146540 的中 （3－7） 3049（11番人気）
馬連票数 計 543813 的中 �� 5770（18番人気）
馬単票数 計 338503 的中 �� 1608（39番人気）
ワイド票数 計 257439 的中 �� 3451（16番人気）�� 1676（28番人気）�� 17622（3番人気）
3連複票数 計 722632 的中 ��� 4262（34番人気）
3連単票数 計1176205 的中 ��� 534（366番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―36．4―49．6―1：02．3―1：14．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャンスゼータ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．8．3 函館9着

2011．3．25生 牝3栗 母 タケイチゼット 母母 タケイチイチホース 8戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナインドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月22日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アルミサエル号
※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。

15062 6月22日 小雨 良 （26東京3）第6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
1：34．1
1：33．3

不良
良

815 サクラルコール 牡3栃栗56 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 484－ 21：39．1 1．7�
816 ハワイアンブロー 牡3栗 56 西田雄一郎有限会社シルク大竹 正博 安平 ノーザンファーム B522－ 21：39．42 63．4�
611 トーアイタダキ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 440± 01：39．5クビ 267．5�
510 キネオストレッタ 牡3栗 56 柴田 大知吉田 千津氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 クビ 8．3�
612 テイエムコンドル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 442－ 41：39．7� 34．9�
24 カットキタイネン 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 様似 林 時春 438＋ 41：39．91 9．6	
23 チャンピオンリング 牡3栗 56 北村 宏司 
キャロットファーム 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 548－ 81：40．53� 11．8�
48 ガ ラ パ ゴ ス 牡3鹿 56 横山 典弘石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 486＋12 〃 ハナ 14．4�
47 カワキタグロワール 牡3栗 56 大野 拓弥川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 462－261：40．6� 185．9
713 フ ユ ハ ナ ビ 牡3鹿 56 吉田 豊大久保與志雄氏 杉浦 宏昭 新冠 競優牧場 B454＋ 41：40．8� 137．5�
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 480－ 81：41．22� 27．9�
11 メチャンコハヤイヨ 牡3栗 56 大庭 和弥島田 久氏 小野 次郎 新冠 堤 牧場 448－ 61：41．3� 167．7�
12 ラインシャドー 牡3黒鹿56 内田 博幸大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 飛野牧場 496± 01：41．51� 38．1�
59 マックスカオル 牡3栗 56 田辺 裕信芝山 展昌氏 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 41：42．77 7．8�
35 クインズエッセンス �3鹿 56 松山 弘平 �クイーンズ・ランチ 池上 昌弘 新ひだか 松田牧場 468－ 61：43．23 86．8�
36 タ ケ シ ク ン 牡3鹿 56 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 4 〃 アタマ 24．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，685，800円 複勝： 54，553，600円 枠連： 20，618，700円
馬連： 54，841，200円 馬単： 37，998，300円 ワイド： 29，092，800円
3連複： 71，155，300円 3連単： 123，518，200円 計： 416，463，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，560円 � 3，670円 枠 連（8－8） 5，820円

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 7，730円 �� 72，550円

3 連 複 ��� 209，280円 3 連 単 ��� 489，340円

票 数

単勝票数 計 246858 的中 � 111368（1番人気）
複勝票数 計 545536 的中 � 259573（1番人気）� 5001（11番人気）� 2066（15番人気）
枠連票数 計 206187 的中 （8－8） 2743（17番人気）
馬連票数 計 548412 的中 �� 7850（17番人気）
馬単票数 計 379983 的中 �� 4100（19番人気）
ワイド票数 計 290928 的中 �� 3694（20番人気）�� 966（52番人気）�� 102（112番人気）
3連複票数 計 711553 的中 ��� 255（238番人気）
3連単票数 計1235182 的中 ��� 183（830番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．6―13．2―12．5―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．4―48．0―1：01．2―1：13．7―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F37．9
3 4（10，14）（12，15）13，11（6，16）（8，9，5）（2，7）3，1 4 4（10，14）（12，15）11（16，13）（8，6，5）9（2，7）3，1

勝馬の
紹 介

サクラルコール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラローレル デビュー 2014．5．18 東京6着

2011．2．25生 牡3栃栗 母 サクラセレーネ 母母 サクラメールディ 3戦1勝 賞金 6，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メローワイン号

第３回 東京競馬 第６日



15063 6月22日 小雨 良 （26東京3）第6日 第3競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

510 ディアジースター 牡3栗 56 大野 拓弥ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 446± 01：26．2 3．7�
48 インスタイル 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 476± 0 〃 アタマ 7．8�
35 ポッドジョーカー 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ 小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 476＋ 41：26．3� 2．7�

（豪）

714 モズワトウナイ 牡3鹿 56 内田 博幸北側 雅司氏 矢作 芳人 新ひだか 土田 扶美子 B442＋ 21：26．51� 34．2�
11 マウントマズル 牡3鹿 56 石橋 脩中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 480＋ 41：27．13� 5．5�
612 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± 01：27．2クビ 162．2	
713 ビバヤングメン 牡3鹿 56 熊沢 重文池住 節子氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 518＋ 61：27．41� 297．0

47 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 B474－ 21：27．71� 30．8�
611 メイズバースデー 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太吉川 潤氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 442－ 41：27．91� 33．1�
816 ブラックグランデ 牡3黒鹿56 的場 勇人大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 446－ 41：28．11� 301．8
59 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 B454＋ 21：28．2クビ 255．2�
36 クランサージュ 牡3鹿 56 西田雄一郎 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B482－ 61：28．3� 198．6�
815 モ ナ ル ダ 牝3黒鹿54 柴田 大知�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 442－ 81：28．62 44．4�
24 プラネットマジック 牡3芦 56 戸崎 圭太原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 506＋ 21：28．81� 8．7�
12 ナンヨールーク 牡3栗 56 北村 宏司中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 516± 01：28．9クビ 29．5�
23 ストームボーイ 牡3鹿 56 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 21：29．22 41．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，943，900円 複勝： 38，488，300円 枠連： 14，538，800円
馬連： 53，160，000円 馬単： 34，007，500円 ワイド： 28，310，700円
3連複： 67，789，900円 3連単： 110，003，800円 計： 369，242，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 160円 � 120円 枠 連（4－5） 1，440円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 490円 �� 220円 �� 230円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 7，930円

票 数

単勝票数 計 229439 的中 � 48513（2番人気）
複勝票数 計 384883 的中 � 68308（2番人気）� 50434（4番人気）� 103044（1番人気）
枠連票数 計 145388 的中 （4－5） 7775（6番人気）
馬連票数 計 531600 的中 �� 24250（6番人気）
馬単票数 計 340075 的中 �� 9090（11番人気）
ワイド票数 計 283107 的中 �� 12459（6番人気）�� 36185（1番人気）�� 33021（2番人気）
3連複票数 計 677899 的中 ��� 51125（2番人気）
3連単票数 計1100038 的中 ��� 10053（17番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．9―12．7―12．6―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．9―48．6―1：01．2―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアジースター �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．6．23 東京6着

2011．4．13生 牡3栗 母 セイカシリアス 母母 サンデーズシス 9戦1勝 賞金 10，100，000円
※モズワトウナイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

15064 6月22日 小雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26東京3）第6日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：17．5良・良

11 ロードシュプリーム 牡4鹿 60 石神 深一 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 520＋103：21．8 5．8�
45 � レッドキングダム 牡5鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 468－ 63：22．65 6．3�
57 ホッコーゼニト 牡5鹿 60 難波 剛健矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 468－ 43：23．23� 27．8�
610 レアーレスパーダ �7鹿 60 金子 光希 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 502＋ 23：24．26 8．7�
46 � カシノデューク 牡5栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 494＋ 23：24．52 5．0	
712 ヘリオスフィア 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 474－ 23：24．6� 2．9

813� オ マ モ リ 牡5黒鹿60 浜野谷憲尚小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 450＋ 23：25．34 24．1�
711 ル ー ベ ル 牡4鹿 60 林 満明林 進氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 474－ 63：26．25 52．0�
814 カントリースノー �7黒鹿60 山本 康志鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 524＋183：26．73 13．7
58 	 ワイドクロス 牡5栃栗60 江田 勇亮幅田 昌伸氏 武井 亮 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 494＋ 63：29．1大差 68．9�
69 ゴーゴーヒュウガ 牡6鹿 60 高野 和馬永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 454－ 43：29．52� 69．7�
34 ラブリースター 牝5栃栗58 鈴木 慶太長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 468＋ 63：29．82 22．9�
22 リアルフレア 牡5栗 60 大江原 圭吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 454－103：37．7大差 43．5�
33 ビビッドレッド 牡3黒鹿58 小野寺祐太武田 茂男氏 萱野 浩二 浦河 まるとみ冨岡牧場 464＋ 23：45．0大差 187．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，704，200円 複勝： 22，345，200円 枠連： 16，398，100円
馬連： 42，152，000円 馬単： 25，741，800円 ワイド： 19，231，500円
3連複： 54，014，200円 3連単： 88，253，000円 計： 285，840，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 200円 � 550円 枠 連（1－4） 840円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，000円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 12，520円 3 連 単 ��� 39，490円

票 数

単勝票数 計 177042 的中 � 24406（3番人気）
複勝票数 計 223452 的中 � 33904（2番人気）� 32091（3番人気）� 8345（9番人気）
枠連票数 計 163981 的中 （1－4） 15096（2番人気）
馬連票数 計 421520 的中 �� 24354（5番人気）
馬単票数 計 257418 的中 �� 6950（9番人気）
ワイド票数 計 192315 的中 �� 8002（5番人気）�� 2395（24番人気）�� 3653（14番人気）
3連複票数 計 540142 的中 ��� 3235（43番人気）
3連単票数 計 882530 的中 ��� 1620（115番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 53．0－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードシュプリーム �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2012．7．21 新潟2着

2010．2．22生 牡4鹿 母 ジャックカガヤキ 母母 レイホーロード 障害：3戦1勝 賞金 9，500，000円
〔その他〕 ゴーゴーヒュウガ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴーゴーヒュウガ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年7月22日まで出走できない。
※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 グラスリード号
（非抽選馬） 1頭 シンボリボルドー号



15065 6月22日 小雨 稍重 （26東京3）第6日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左）

牝，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
1：32．3

良
良

35 テンダリーヴォイス 牝2鹿 54 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 414 ―1：38．2 2．9�

36 テセラレフィナード 牝2鹿 54 武士沢友治木村 直樹氏 天間 昭一 新冠 大狩部牧場 444 ―1：38．41� 7．9�
12 カ シ シ 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 436 ―1：38．5� 8．1�
48 エイプリルラヴ 牝2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 400 ― 〃 クビ 27．9�
11 タイセイフローラ 牝2青鹿54 吉田 豊田中 成奉氏 菊川 正達 日高 白瀬 盛雄 456 ―1：38．92� 27．9	
47 タカラドリーム 牝2栗 54 伊藤 工真村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 448 ―1：39．21� 78．8

24 ラビットボーテ 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太西村 静子氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 408 ―1：39．52 20．5�
714 デトロイトカフェ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 Him Rock Racing 矢野 英一 浦河 小島牧場 442 ― 〃 アタマ 15．8�
815 プロセルピナ 牝2栗 54 戸崎 圭太清水 敏氏 斎藤 誠 様似 澤井 義一 418 ―1：39．92� 22．8
611 ウインベルノアール 牝2鹿 54 石橋 脩�ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 432 ― 〃 ハナ 9．3�
23 イ チ ゴ ッ チ 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 420 ―1：40．0� 125．1�
612 エリーティアラ 牝2青鹿54 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 466 ―1：40．21 27．9�
713 ミヤコエンパイア 牝2鹿 54 柴田 大知吉田喜代司氏 土田 稔 日高 道見牧場 458 ―1：40．94 32．2�
59 ヴィルフランシュ 牝2青鹿54 蛯名 正義有限会社シルク牧 光二 安平 ノーザンファーム 418 ―1：41．32� 5．1�
816 ミュークロール 牝2黒鹿54 田中 勝春ドラゴンヒルズホースクラブ 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 502 ―1：41．51� 31．0�
510 カナラズカナラズ 牝2鹿 54 北村 友一小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 432 ―1：41．92� 66．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，098，400円 複勝： 37，231，800円 枠連： 20，657，800円
馬連： 56，627，100円 馬単： 33，329，400円 ワイド： 27，018，500円
3連複： 69，661，700円 3連単： 107，318，700円 計： 378，943，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 240円 � 290円 枠 連（3－3） 1，170円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 580円 �� 610円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 12，720円

票 数

単勝票数 計 270984 的中 � 73802（1番人気）
複勝票数 計 372318 的中 � 80301（1番人気）� 36632（4番人気）� 28361（5番人気）
枠連票数 計 206578 的中 （3－3） 13647（4番人気）
馬連票数 計 566271 的中 �� 35610（2番人気）
馬単票数 計 333294 的中 �� 13745（2番人気）
ワイド票数 計 270185 的中 �� 12240（2番人気）�� 11708（3番人気）�� 4162（15番人気）
3連複票数 計 696617 的中 ��� 14482（5番人気）
3連単票数 計1073187 的中 ��� 6116（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．8―37．3―50．0―1：03．0―1：14．9―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．2
3 4，6，7（1，8）5，12（2，14）11，3（13，16）15－10－9 4 ・（4，6）7，1（5，8）12，2（11，14）（3，16）（13，15，10）－9

勝馬の
紹 介

テンダリーヴォイス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2012．2．5生 牝2鹿 母 ミスアンコール 母母 ブロードアピール 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アースライズ号・ムーンビューティ号・レオフラッパー号

15066 6月22日 小雨 稍重 （26東京3）第6日 第6競走 ��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

11 コスモラパン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 402－ 21：23．1 3．3�
612 マイネシーア 牝3鹿 54 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 422 ― 〃 アタマ 30．8�
47 アペルトゥーラ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 494－ 21：23．42 2．8�
12 ヤマニンマルキーザ 牡3栗 56 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 446－ 21：23．82� 7．2�
35 フジシンゲン 牡3鹿 56 田中 勝春藤田 達男氏 小島 太 新冠 佐藤 信広 458－ 41：23．9� 4．6	
24 エントラール 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478± 01：24．21� 97．0


48 クインズフローリー 牝3鹿 54 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 428 ―1：24．62� 14．9�
510 ボンジュールショウ 牡3芦 56 松山 弘平田中善次郎氏 天間 昭一 日高 坂 牧場 B444± 01：24．81� 45．5�
59 スキャットソング 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �高木競走馬育成牧場 尾形 和幸 浦河 近藤牧場 412± 01：25．33 67．0
713 テイエムペガサス 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B446＋ 21：25．4クビ 52．4�
36 カフェテキーラ 牡3芦 56 田辺 裕信西川 恭子氏 尾関 知人 新ひだか 三石橋本牧場 B548± 0 〃 クビ 24．6�
714 スズプリンセス 牝3鹿 54 武士沢友治小紫 嘉之氏 伊藤 正徳 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 460＋ 21：26．46 99．5�
23 マツリダバンチョウ 牡3黒鹿56 西田雄一郎井村誉志雄氏 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 430 ―1：26．61 67．4�
611 ダイジョブダア 牡3栗 56

53 ▲原田 和真志村 康徳氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 418＋ 81：29．1大差 235．4�
815 ハルノサキガケ 牝3青鹿 54

51 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 B472－101：30．8大差 140．4�
816 デルマブルマ 牝3黒鹿54 北村 友一浅沼 廣幸氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 406＋ 41：34．3大差 147．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，926，500円 複勝： 37，443，000円 枠連： 19，798，500円
馬連： 63，911，300円 馬単： 38，343，200円 ワイド： 28，025，100円
3連複： 73，356，600円 3連単： 130，826，300円 計： 418，630，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 550円 � 130円 枠 連（1－6） 2，650円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 260円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 33，560円

票 数

単勝票数 計 269265 的中 � 64425（2番人気）
複勝票数 計 374430 的中 � 77602（2番人気）� 10862（7番人気）� 91092（1番人気）
枠連票数 計 197985 的中 （1－6） 5772（6番人気）
馬連票数 計 639113 的中 �� 10763（12番人気）
馬単票数 計 383432 的中 �� 4253（18番人気）
ワイド票数 計 280251 的中 �� 5408（13番人気）�� 32329（1番人気）�� 4336（14番人気）
3連複票数 計 733566 的中 ��� 11996（9番人気）
3連単票数 計1308263 的中 ��� 2826（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―35．2―47．8―59．5―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモラパン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 タイキブリザード デビュー 2013．8．11 新潟4着

2011．4．13生 牝3黒鹿 母 スプラッシュビート 母母 トリプルマッチ 12戦1勝 賞金 15，400，000円
〔制裁〕 カフェテキーラ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過怠金30，000円。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイジョブダア号・ハルノサキガケ号・デルマブルマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成26年7月22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） 1頭 シャトールージュ号
（非抽選馬） 4頭 イーグルアモン号・ドリームヴィジョン号・ブラックエミオ号・マサノハナチャン号



15067 6月22日 小雨 稍重 （26東京3）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：44．2
1：43．9

良
良

44 メドウヒルズ 牡3栗 54 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B460± 01：47．7 6．5�
710 ダイワリベラル 牡3黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 510－ 81：48．12� 18．8�
56 アデイインザライフ 牡3鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 542＋ 21：48．31 1．7�
79 ロンギングゴールド 牡4黒鹿57 C．ウィリアムズ 坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 4．4�

（豪）

11 マイネルイルミナル 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 460＋ 21：48．4� 11．5�

55 ポップアップハート 牡4栗 57 嘉藤 貴行丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 490－ 61：48．72 52．4	
22 ユキノユウダン 牡4栗 57

54 ▲原田 和真馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 428＋ 41：49．12� 28．2

67 マドリードカフェ 牡3黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム B514＋181：49．2� 19．5�
33 ディーエスタイド 牡4黒鹿57 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 502－ 2 〃 クビ 22．8�
812 カ ウ ウ ェ ラ 牡4青鹿57 蛯名 正義 サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 460＋ 21：49．3クビ 132．1�
811 スーパーマダム 牝4鹿 55 田辺 裕信原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 61：50．15 81．9�
68 シンボリパソドブレ 牡4鹿 57 伊藤 工真シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 B496＋ 41：53．3大差 274．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，432，900円 複勝： 69，764，800円 枠連： 19，843，700円
馬連： 77，321，100円 馬単： 53，724，200円 ワイド： 37，617，400円
3連複： 93，542，900円 3連単： 198，736，000円 計： 586，983，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 160円 � 260円 � 110円 枠 連（4－7） 1，620円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 7，590円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 300円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 24，190円

票 数

単勝票数 計 364329 的中 � 44621（3番人気）
複勝票数 計 697648 的中 � 80314（3番人気）� 34602（5番人気）� 336281（1番人気）
枠連票数 計 198437 的中 （4－7） 9487（5番人気）
馬連票数 計 773211 的中 �� 14193（14番人気）
馬単票数 計 537242 的中 �� 5302（24番人気）
ワイド票数 計 376174 的中 �� 8077（14番人気）�� 35663（2番人気）�� 19619（4番人気）
3連複票数 計 935429 的中 ��� 32885（6番人気）
3連単票数 計1987360 的中 ��� 5955（75番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―11．9―11．8―12．0―12．1―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―36．6―48．4―1：00．4―1：12．5―1：24．2―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

メドウヒルズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．8．11 新潟5着

2011．2．5生 牡3栗 母 テイクミーハイヤー 母母 ワ デ ィ ア 6戦2勝 賞金 15，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリパソドブレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月22日まで平地

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

15068 6月22日 小雨 稍重 （26東京3）第6日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

35 サルバドールハクイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B454± 01：23．6 1．4�
816 キョウエイマグマ 牡3鹿 54 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 474＋ 61：24．02� 8．1�
12 ベリートゥベリー 牡4鹿 57 北村 宏司北所 直人氏 高木 登 様似 髙村 伸一 472＋ 6 〃 クビ 21．1�
23 ドレッシースタイル 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 480± 01：24．63� 38．0�

59 ダイチヴュルデ 牡3鹿 54 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 438－ 21：24．8	 426．0	
24 
 チ ー フ テ ン 牡3鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 大典牧場 470＋ 2 〃 ハナ 39．0

48 シゲルホウオウザ 牡4鹿 57 宮崎 北斗森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 460－ 6 〃 クビ 226．2�
36 ショウナンアポロン 牡4鹿 57 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 490－ 41：25．01� 204．0�
815 ザショットアロー 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 488± 01：25．1� 96．3
611 ジツリキフォーティ 牡5黒鹿57 内田 博幸河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 490－ 41：25．2� 13．4�
612� ラナウェイビート 牡3鹿 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 米

Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

512± 01：25．3� 21．6�
11 トミケンプレミオ 牡4鹿 57 田中 勝春冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 494－ 81：25．51 95．1�
510 ブライトマーサ 牡4黒鹿57 C．ウィリアムズ �岡崎牧場 矢野 英一 新冠 競優牧場 476－ 41：26．03 6．3�

（豪）

713 サイレンスバード 牡4鹿 57
54 ▲原田 和真鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B494± 01：26．53 328．3�

714 ゼンノブショウ 牡3鹿 54 大野 拓弥大迫久美子氏 高橋 文雅 浦河 杵臼斉藤牧場 440＋ 21：27．45 126．8�
47 ポークチョップ 牝4鹿 55 北村 友一鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B458± 0 〃 ハナ 31．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，401，400円 複勝： 125，421，700円 枠連： 25，591，900円
馬連： 96，327，900円 馬単： 63，799，300円 ワイド： 45，464，900円
3連複： 120，439，600円 3連単： 238，476，200円 計： 762，922，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 330円 枠 連（3－8） 410円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 280円 �� 590円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 7，070円

票 数

単勝票数 計 474014 的中 � 255609（1番人気）
複勝票数 計1254217 的中 � 843583（1番人気）� 77232（3番人気）� 31564（5番人気）
枠連票数 計 255919 的中 （3－8） 47519（2番人気）
馬連票数 計 963279 的中 �� 134693（2番人気）
馬単票数 計 637993 的中 �� 71787（2番人気）
ワイド票数 計 454649 的中 �� 47766（2番人気）�� 18896（5番人気）�� 6916（13番人気）
3連複票数 計1204396 的中 ��� 32358（5番人気）
3連単票数 計2384762 的中 ��� 24452（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．6―59．1―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サルバドールハクイ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．11．4 東京2着

2010．3．21生 牡4鹿 母 ホウライホーセキ 母母 ホウライコメット 14戦3勝 賞金 34，822，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 コスモリープリング号・ゼンノコンゴウ号
※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。



15069 6月22日 曇 稍重 （26東京3）第6日 第9競走 ��
��1，600�

お う め

青 梅 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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

815 フィールザスマート 牡3青鹿54 内田 博幸櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 496＋ 41：36．3 9．7�
714 オリオンザジャパン 牡4芦 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 476－ 2 〃 アタマ 4．4�
24 グレナディアーズ 牡3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－ 41：36．4� 2．6�
23 アナザーバージョン 牡3鹿 54 吉田 豊 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B484－ 21：36．5クビ 8．3�
48 フジマサエンペラー 牡5黒鹿57 横山 典弘藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 498＋ 4 〃 ハナ 9．6�
35 シュガーヒル 牡5芦 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：36．71� 24．4

816 ゴールデンヒーロー 牡4鹿 57 宮崎 北斗有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：36．8� 88．2�
611 サンリットレイク 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 508－ 61：37．22� 69．2�
12 メイショウソラーレ 牡4鹿 57 戸崎 圭太松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 480＋ 41：37．3クビ 8．5
612	 ビットアレグロ 牡5栗 57 武士沢友治礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B484＋ 21：37．51
 416．9�
36 ラヴェルソナタ �6鹿 57 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 522－ 21：37．6� 42．9�

（豪）

510� バルダメンテ 牡5青鹿57 松山 弘平前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.
Montanari 528＋101：37．7 178．8�

11 タイセイバスター 牡4鹿 57 石橋 脩田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 508＋ 6 〃 クビ 26．0�
47 イッツガナハプン 牡5栗 57 大野 拓弥サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 494＋ 41：37．8クビ 71．1�
59 イーグルカザン 牡6鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 520－ 41：38．01� 144．1�
713	 サンタクローチェ 牝4青鹿55 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470－ 21：38．53 22．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，596，600円 複勝： 89，710，300円 枠連： 43，994，800円
馬連： 157，608，300円 馬単： 78，621，000円 ワイド： 62，203，700円
3連複： 184，677，600円 3連単： 314，522，000円 計： 987，934，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 250円 � 150円 � 140円 枠 連（7－8） 1，760円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 590円 �� 500円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 17，210円

票 数

単勝票数 計 565966 的中 � 46489（6番人気）
複勝票数 計 897103 的中 � 69901（6番人気）� 162605（2番人気）� 201467（1番人気）
枠連票数 計 439948 的中 （7－8） 19362（7番人気）
馬連票数 計1576083 的中 �� 54235（8番人気）
馬単票数 計 786210 的中 �� 13208（16番人気）
ワイド票数 計 622037 的中 �� 25430（5番人気）�� 30773（3番人気）�� 56303（1番人気）
3連複票数 計1846776 的中 ��� 68817（2番人気）
3連単票数 計3145220 的中 ��� 13247（34番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―12．4―12．6―12．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．7―47．1―59．7―1：11．9―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールザスマート �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2013．11．24 東京6着

2011．4．9生 牡3青鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 6戦3勝 賞金 31，006，000円
※アナザーバージョン号・グレナディアーズ号・フィールザスマート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

15070 6月22日 曇 稍重 （26東京3）第6日 第10競走 ��
��2，400�

あ し の こ

芦 ノ 湖 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．6．15以降26．6．15まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

811 ヴォルシェーブ 牡3栗 54 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 42：28．1 3．2�
66 エイダイポイント 牡6芦 54 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 454－ 42：28．2� 42．3�
55 ルミナスレッド 牝5鹿 53 松山 弘平岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 490－122：28．41� 35．7�
79 フィルハーマジック 牝6鹿 51 武士沢友治�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 464＋ 22：28．71	 84．0�
78 マイネルテンクウ 牡5鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 520＋ 2 〃 ハナ 19．5	
11 ブランクヴァース 牡5黒鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 ハナ 7．2

44 アナンジュパス 牝5鹿 52 戸崎 圭太�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 アタマ 8．2�
22 トーセンワープ 牡4鹿 55 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム B462± 02：28．8� 3．9
67 
 アンバサドゥール 牡5鹿 54 大野 拓弥伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 458± 0 〃 クビ 30．0�
33 オリジナルスマイル �4鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 490－ 42：28．9� 4．3�
810
 テナシティー �5黒鹿55 石橋 脩 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：29．22 17．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，787，000円 複勝： 60，127，800円 枠連： 27，652，300円
馬連： 134，103，400円 馬単： 71，260，800円 ワイド： 47，841，500円
3連複： 149，034，500円 3連単： 295，465，600円 計： 831，272，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 760円 � 690円 枠 連（6－8） 2，290円

馬 連 �� 8，350円 馬 単 �� 12，180円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 2，360円 �� 7，360円

3 連 複 ��� 48，850円 3 連 単 ��� 190，750円

票 数

単勝票数 計 457870 的中 � 111541（1番人気）
複勝票数 計 601278 的中 � 108690（1番人気）� 17808（10番人気）� 19879（9番人気）
枠連票数 計 276523 的中 （6－8） 9345（10番人気）
馬連票数 計1341034 的中 �� 12446（27番人気）
馬単票数 計 712608 的中 �� 4386（45番人気）
ワイド票数 計 478415 的中 �� 5514（25番人気）�� 5256（28番人気）�� 1652（51番人気）
3連複票数 計1490345 的中 ��� 2288（113番人気）
3連単票数 計2954656 的中 ��� 1123（505番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．9―12．8―12．5―12．5―12．5―12．6―12．2―11．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．0―37．9―50．7―1：03．2―1：15．7―1：28．2―1：40．8―1：53．0―2：04．5―2：16．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴォルシェーブ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2013．10．6 京都1着

2011．3．16生 牡3栗 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair 6戦3勝 賞金 36，955，000円

２レース目



15071 6月22日 曇 稍重 （26東京3）第6日 第11競走 ��
��1，600�第19回ユニコーンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ
競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 34，000，000円 14，000，000円 8，500，000円 5，100，000円 3，400，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

611 レッドアルヴィス 牡3鹿 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492－ 21：36．0 13．1�
815 コーリンベリー 牝3栗 54 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 476＋201：36．42� 14．5�
24 バ ン ズ ー ム 牡3鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462± 01：36．5クビ 25．9�
612 アンズチャン 牝3鹿 54 石橋 脩ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 458－ 21：36．81	 20．5�
23 
 ニシケンモノノフ 牡3栗 56 柴田 大知西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 494± 0 〃 クビ 91．1�
47 ペ ア ン 牡3黒鹿56 内田 博幸上野 直樹氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 506± 01：37．22� 20．4	
713 ケルヴィンサイド 牡3鹿 56 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 41：37．3� 219．0

714 タガノエッヴィーバ 牡3鹿 56 伴 啓太八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 4 〃 ハナ 130．6�
59 メイショウパワーズ 牡3栗 56 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 476＋ 61：37．4� 6．7�
510 ワイルドダラー 牡3青鹿56 西田雄一郎 Him Rock Racing 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 480－ 41：37．5クビ 58．1
11 メイショウイチオシ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 524± 0 〃 ハナ 47．6�
12 � アジアエクスプレス 牡3栗 56 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud 526＋ 21：37．7	 1．3�
48 ル ミ ニ ズ ム 牡3黒鹿56 北村 宏司 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 41：38．02 42．8�
816 メイショウサルーテ 牝3鹿 54 熊沢 重文松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 484－ 41：38．42� 127．0�
36 ドリームカイザー 牡3栗 56 原田 和真セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 488－ 41：39．14 148．6�
35 � ペガサスジュニア 牡3栗 56 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-

take Iida 498± 01：39．2� 226．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 165，830，000円 複勝： 424，666，700円 枠連： 134，026，500円 馬連： 562，592，800円 馬単： 403，702，900円
ワイド： 225，766，600円 3連複： 785，044，700円 3連単： 2，004，653，400円 5重勝： 757，627，700円 計： 5，463，911，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 670円 � 880円 � 780円 枠 連（6－8） 4，310円

馬 連 �� 8，130円 馬 単 �� 17，760円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 2，040円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 33，730円 3 連 単 ��� 220，770円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／東京10R／函館11R／阪神11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 8，286，550円

票 数

単勝票数 計1658300 的中 � 100626（3番人気）
複勝票数 計4246667 的中 � 171756（3番人気）� 126653（7番人気）� 143413（5番人気）
枠連票数 計1340265 的中 （6－8） 24075（15番人気）
馬連票数 計5625928 的中 �� 53605（20番人気）
馬単票数 計4037029 的中 �� 17042（35番人気）
ワイド票数 計2257666 的中 �� 27048（19番人気）�� 28690（18番人気）�� 18366（29番人気）
3連複票数 計7850447 的中 ��� 17454（86番人気）
3連単票数 計20046534 的中 ��� 6583（430番人気）
5重勝票数 計7576277 的中 ����� 64

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．4―46．6―59．5―1：11．6―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアルヴィス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grindstone デビュー 2013．7．20 中京2着

2011．2．14生 牡3鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine 8戦3勝 賞金 54，067，000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） 4頭 アスカノロマン号・アナザーバージョン号・グレナディアーズ号・フィールザスマート号

15072 6月22日 曇 稍重 （26東京3）第6日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時30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
1：19．6
1：19．0

良
良

24 スマイルシャワー 牝3鹿 52 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 460± 01：23．4 7．6�
612 シンボリディスコ 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 480＋ 21：23．5� 11．2�
816 ブライトチェリー 牝4芦 55 北村 宏司 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 472＋ 61：23．81� 3．2�
510 テイエムコウノトリ 牝5黒鹿55 内田 博幸竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 448－ 4 〃 クビ 9．3�
714 ジェネスサンキュー 牡6芦 57 大野 拓弥山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム 446± 01：23．9クビ 27．5�
47 � アサクサゴールド 牡4黒鹿57 戸崎 圭太田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 ハナ 4．2	
23 テ ツ ナ ゴ オ 牝4黒鹿55 田辺 裕信
ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム B446－ 6 〃 アタマ 41．0�
35 ヴァンデミエール 牝3鹿 52 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 2 〃 ハナ 88．0�
36 ピ ン ゾ ロ 牡4栗 57 松山 弘平西森 鶴氏 高橋 義博 浦河 中島牧場 454－ 8 〃 ハナ 23．2
48 � ムーンベックカフェ 牡5栗 57

54 ▲原田 和真西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 502＋ 41：24．0� 101．5�
815 イマスグキスミー 牝3黒鹿52 横山 典弘
ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 450± 01：24．1クビ 6．9�
59 アポロオオジャ 牡3栗 54

51 ▲木幡 初也アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 434－ 4 〃 アタマ 77．5�
611 エスユーハリケーン 牡4鹿 57 石橋 脩楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 482－ 21：24．52� 12．1�
11 � リトルボナンザ 牝4芦 55 西田雄一郎畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 神垣 道弘 438－ 71：25．88 148．6�
12 � アルマライズ 牡4黒鹿 57

54 ▲石川裕紀人コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 490± 01：25．9� 238．1�
713 マ グ ネ イ ト 	4栗 57 武士沢友治 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 466－221：26．11
 134．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 74，665，800円 複勝： 103，339，800円 枠連： 61，608，900円
馬連： 202，220，400円 馬単： 104，295，600円 ワイド： 86，389，200円
3連複： 248，041，500円 3連単： 471，879，500円 計： 1，352，440，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 240円 � 280円 � 140円 枠 連（2－6） 2，110円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 570円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 41，210円

票 数

単勝票数 計 746658 的中 � 77646（4番人気）
複勝票数 計1033398 的中 � 98403（4番人気）� 79530（6番人気）� 244073（1番人気）
枠連票数 計 616089 的中 （2－6） 22585（10番人気）
馬連票数 計2022204 的中 �� 32588（22番人気）
馬単票数 計1042956 的中 �� 8993（34番人気）
ワイド票数 計 863892 的中 �� 14522（22番人気）�� 40500（4番人気）�� 29422（7番人気）
3連複票数 計2480415 的中 ��� 32379（17番人気）
3連単票数 計4718795 的中 ��� 8300（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．7―49．1―1：00．3―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルシャワー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．8．4 新潟5着

2011．4．16生 牝3鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 7戦2勝 賞金 15，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カケダシ号・ラインミーティア号

５レース目



（26東京3）第6日 6月22日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 181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

225，710，000円
2，080，000円
5，320，000円
1，740，000円
20，400，000円
68，566，000円
5，792，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
567，338，000円
1，100，124，200円
419，384，000円
1，555，246，800円
978，674，300円
662，705，800円
1，989，021，700円
4，201，273，200円
757，627，700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 12，231，395，700円

総入場人員 25，854名 （有料入場人員 24，348名）
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