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15001 6月6日 曇 不良 （27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

24 レディゴーラウンド 牝3芦 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B450＋101：25．9 3．6�

36 ナスノマジック 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 昭一氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 常郎 396－ 81：26．0� 36．8�
612 トミケンチャダル 牝3鹿 54 三浦 皇成冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B460－ 41：26．1� 2．5�
510 オランジュバトー 牝3芦 54 江田 照男井手 慶祐氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム B452＋ 61：26．52� 21．1�
815 エスティルンバ 牝3栗 54 菅原 隆一 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 420＋ 2 〃 クビ 16．5�
47 ドリームメモリー 牝3鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 452＋ 41：26．6クビ 5．5	
714 ハジメノイッポ 牝3青鹿54 丸田 恭介藤田 好紀氏 加藤 和宏 浦河 丸幸小林牧場 B468± 01：27．23� 37．5

59 ミガーナワン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人大友 靖岐氏 相沢 郁 新冠 オリエント牧場 432－ 6 〃 ハナ 24．1�
23 ミスエレキング 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢野 英一 浦河 ヒダカフアーム B436＋ 81：27．83� 95．0

48 ノ バ ラ 牝3青鹿54 北村 宏司�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 440± 01：28．12 12．3�
35 ソヴールトウショウ 牝3黒鹿54 黛 弘人トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 400－101：28．31� 195．5�
611 デ ル フ ト 牝3鹿 54 大野 拓弥吉川 朋宏氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 396＋ 41：28．51� 51．6�
12 ル サ ル カ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 上村 清志 444＋ 61：28．7� 20．7�

816 レッドサクラ 牝3栗 54 L．オールプレス K.C．タン氏 水野 貴広 新ひだか 築紫 洋 446＋101：29．01� 76．0�
（新）

713 エイワヨネコ 牝3鹿 54 大庭 和弥永井公太郎氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム 480 ―1：30．7大差 127．9�
11 ウエスタンレディ 牝3鹿 54 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 416 ―1：31．76 112．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，414，800円 複勝： 35，184，600円 枠連： 16，441，800円
馬連： 62，412，400円 馬単： 33，616，200円 ワイド： 32，219，700円
3連複： 79，483，800円 3連単： 106，241，600円 計： 387，014，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 560円 � 120円 枠 連（2－3） 5，470円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 10，170円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 230円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 36，550円

票 数

単勝票数 計 214148 的中 � 46982（2番人気）
複勝票数 計 351846 的中 � 77427（2番人気）� 9024（10番人気）� 102533（1番人気）
枠連票数 計 164418 的中 （2－3） 2327（18番人気）
馬連票数 計 624124 的中 �� 7504（20番人気）
馬単票数 計 336162 的中 �� 2477（33番人気）
ワイド票数 計 322197 的中 �� 4387（21番人気）�� 45222（1番人気）�� 5126（18番人気）
3連複票数 計 794838 的中 ��� 12822（13番人気）
3連単票数 計1062416 的中 ��� 2107（102番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．3―12．1―12．5―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．0―47．1―59．6―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディゴーラウンド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．8．10 新潟5着

2012．1．26生 牝3芦 母 レティセントガール 母母 ビーサイレント 8戦1勝 賞金 8，550，000円
〔制裁〕 ハジメノイッポ号の調教師加藤和宏は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月6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。

15002 6月6日 曇 不良 （27東京3）第1日 第2競走 ��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

612 キ ザ シ 牡3栗 56 武士沢友治 �フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 434－ 41：18．5 17．4�
24 アポロフリューゲル 牡3栗 56 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新ひだか へいはた牧場 B460＋ 21：18．6� 9．7�
11 ラスティハーツ 牡3栗 56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468± 0 〃 クビ 8．5�
59 ウサギノカケアシ 牡3芦 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 470＋ 41：18．81� 3．9�
47 ロードメタリック �3青鹿 56

53 ▲石川裕紀人 �ロードホースクラブ 小島 茂之 新ひだか ケイアイファーム 430－ 2 〃 ハナ 27．2	
48 シュネルシュタルク 牡3鹿 56 木幡 初広岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 494± 01：19．33 12．4

816 シンボリセザンヌ 牡3鹿 56 三浦 皇成シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B486－ 21：19．4クビ 3．5�
611 フェスティヴオウカ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹臼井義太郎氏 本間 忍 むかわ 上水牧場 528＋ 41：19．61� 82．2�
23 タケルワールド 牡3栗 56 村田 一誠森 保彦氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 442＋ 21：19．7� 58．9
36 カ ラ ッ カ ゼ 牡3鹿 56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B446－ 21：19．8� 13．1�
713 ス ノ セ イ 牡3鹿 56 西村 太一�和田牧場 和田 正道 日高 木村牧場 476 ―1：19．9クビ 245．3�
714 ディスティニーガイ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 482－ 61：20．43 5．9�
35 ペイシャクィーン 牝3鹿 54 松岡 正海北所 直人氏 高橋 裕 新冠 隆栄牧場 428－121：21．03� 38．2�
12 カリビアンレッド 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 358＋ 41：21．95 253．7�

815 タマモヴィオーラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 B474＋ 2 〃 クビ 85．9�
510 カワキタカスタマー 牡3栗 56 原田 和真川島 吉男氏 小桧山 悟 新ひだか 藤原牧場 492± 01：22．21� 245．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，046，900円 複勝： 42，644，400円 枠連： 16，539，600円
馬連： 63，297，700円 馬単： 32，508，800円 ワイド： 33，987，300円
3連複： 78，894，300円 3連単： 96，229，800円 計： 388，148，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 470円 � 330円 � 330円 枠 連（2－6） 5，910円

馬 連 �� 6，640円 馬 単 �� 10，670円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 1，790円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 20，290円 3 連 単 ��� 148，120円

票 数

単勝票数 計 240469 的中 � 10999（8番人気）
複勝票数 計 426444 的中 � 22425（8番人気）� 34947（5番人気）� 35140（4番人気）
枠連票数 計 165396 的中 （2－6） 2168（26番人気）
馬連票数 計 632977 的中 �� 7387（28番人気）
馬単票数 計 325088 的中 �� 2285（45番人気）
ワイド票数 計 339873 的中 �� 5425（22番人気）�� 4879（23番人気）�� 6031（19番人気）
3連複票数 計 788943 的中 ��� 2915（65番人気）
3連単票数 計 962298 的中 ��� 471（443番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．5―12．1―11．9―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．7―29．2―41．3―53．2―1：05．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ザ シ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．6．21 函館6着

2012．4．20生 牡3栗 母 ダイヤモンドギフト 母母 ダイヤモンドクイン 7戦1勝 賞金 5，100，000円
［他本会外：2戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 チャンピオンムーン号・ナゲットレイツ号・ワールドハーモニー号
（非抽選馬） 1頭 ランドザスターズ号

第３回 東京競馬 第１日



15003 6月6日 晴 不良 （27東京3）第1日 第3競走 ��1，600�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
1：34．1
1：33．3

不良
良

815 レ ベ ニ ュ ー 牡3黒鹿56 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 468± 01：37．1 8．9�
510 ケンベストカフェ 牡3黒鹿56 蛯名 正義中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 クビ 3．2�
714 ジーアイウォーカー 牡3黒鹿56 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 474＋ 21：37．2� 32．0�
48 ラブトゥーマッチ 牡3鹿 56 三浦 皇成 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新ひだか 折手牧場 486± 01：38．05 4．2�
36 カ オ ス 牡3鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 514－ 41：38．1クビ 8．0�
612 パ ル ミ エ 牝3黒鹿54 西田雄一郎井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 438± 0 〃 クビ 137．2	
23 レッドサヴァージ 牡3青鹿56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 浦河 大道牧場 460－ 21：38．2クビ 8．8

47 ランドオブホープ 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 和美氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 514 ― 〃 ハナ 67．4�
35 ディーエスレイザー 牡3青鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 B482＋ 4 〃 クビ 13．6�
24 ジョブックセーグラ 牡3青鹿56 木幡 初広�萩本企画 成島 英春 新ひだか 千代田牧場 466－ 41：38．73 292．3
59 トーセンアスリート 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 468± 0 〃 アタマ 41．2�
611 ダイリュウスター 牡3青鹿56 石橋 脩大野 龍氏 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 518± 01：38．8クビ 22．6�
11 フレンドリーアロー 牡3黒鹿56 丸田 恭介増山 武志氏 武市 康男 新冠 飛渡牧場 442＋ 4 〃 ハナ 7．4�
12 オールマイタイム 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 堤 牧場 514＋ 61：38．9� 70．7�
816 リシーハット 牡3栗 56 松岡 正海小林 薫氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 B454－ 61：39．53� 155．2�
713 シ ュ ー イ チ 牡3鹿 56 吉田 隼人益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 B486－ 81：40．45 209．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，336，000円 複勝： 47，874，800円 枠連： 19，795，500円
馬連： 69，155，600円 馬単： 35，734，700円 ワイド： 37，064，700円
3連複： 85，103，900円 3連単： 107，890，400円 計： 429，955，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 150円 � 780円 枠 連（5－8） 1，450円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，160円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 43，520円

票 数

単勝票数 計 273360 的中 � 24552（6番人気）
複勝票数 計 478748 的中 � 46091（4番人気）� 114736（1番人気）� 11634（10番人気）
枠連票数 計 197955 的中 （5－8） 10518（6番人気）
馬連票数 計 691556 的中 �� 41826（3番人気）
馬単票数 計 357347 的中 �� 7660（11番人気）
ワイド票数 計 370647 的中 �� 18942（2番人気）�� 4215（25番人気）�� 6166（19番人気）
3連複票数 計 851039 的中 ��� 8228（28番人気）
3連単票数 計1078904 的中 ��� 1797（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．2―47．6―1：00．2―1：12．7―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ベ ニ ュ ー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2014．7．6 函館13着

2012．3．17生 牡3黒鹿 母 ネオイグザンプル 母母 イグザンプルスター 10戦1勝 賞金 7，150，000円
〔発走状況〕 トーセンアスリート号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アスターレジェンド号・クリノダイシャリン号・タカラレジェンド号・トミケンブレスク号・トミケンルーシッド号・

ノーブルクリスタル号

15004 6月6日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（27東京3）第1日 第4競走 ��3，100�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

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

610 サ ナ シ オ ン 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466－ 43：31．8 6．0�
34 グリッターウイング 牡8栗 60 森 一馬吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 514－103：32．86 19．1�
22 テーオーゼウス 牡7黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 504－ 23：32．9� 81．9�
45 カ ウ ウ ェ ラ 牡5青鹿60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 468＋ 63：33．0� 17．3�
813 ウォンテッド 牡5黒鹿62 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 494－ 43：33．42� 3．8�
711 タ ナ ト ス 牡7黒鹿61 白浜 雄造榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 464＋ 23：33．82� 2．2	
69 テイエムシシーポス 牡5鹿 60 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 486－ 23：34．01� 166．5

46 ラガートモヒーロ 牡6黒鹿60 北沢 伸也奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 470± 03：34．31� 24．8�
57 オジュウチョウサン 牡4鹿 61 山本 康志�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 504＋ 43：34．62 8．0
11 � カシノデューク 牡6栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 500－ 43：34．7クビ 53．0�
58 セイウンコレット 牝4黒鹿58 原田 和真西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 472＋ 43：35．55 51．3�
712 ニライジンク 牡6栗 61 田村 太雅�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 516＋ 23：37．110 26．8�
814 タマモアルバ 牝5鹿 58 植野 貴也タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 472－12 （競走中止） 69．3�
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33 ハ ク サ ン 牡9黒鹿61 石神 深一篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 444± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，904，800円 複勝： 30，693，900円 枠連： 18，221，300円
馬連： 47，594，300円 馬単： 28，122，300円 ワイド： 24，508，300円
3連複： 63，507，100円 3連単： 95，268，700円 計： 330，820，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 280円 � 440円 � 1，340円 枠 連（3－6） 4，930円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 9，590円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 6，060円 �� 6，000円

3 連 複 ��� 83，120円 3 連 単 ��� 357，870円

票 数

単勝票数 差引計 229048（返還計 1688） 的中 � 30164（3番人気）
複勝票数 差引計 306939（返還計 3139） 的中 � 32895（4番人気）� 18497（5番人気）� 5286（11番人気）
枠連票数 差引計 182213（返還計 367） 的中 （3－6） 2861（16番人気）
馬連票数 差引計 475943（返還計 10280） 的中 �� 7065（16番人気）
馬単票数 差引計 281223（返還計 5391） 的中 �� 2198（28番人気）
ワイド票数 差引計 245083（返還計 7561） 的中 �� 3783（18番人気）�� 1032（46番人気）�� 1042（45番人気）
3連複票数 差引計 635071（返還計 28614） 的中 ��� 573（129番人気）
3連単票数 差引計 952687（返還計 34812） 的中 ��� 193（567番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 51．4－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ナ シ オ ン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．29 京都10着

2009．2．4生 牡6鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 障害：2戦2勝 賞金 19，000，000円
〔競走除外〕 ハクサン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 タマモアルバ号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アグネスハイヤー号



15005 6月6日 晴 稍重 （27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

12 ペルソナリテ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 400 ―1：23．9 21．5�

713 ダイワダッチェス 牝2鹿 54 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 454 ― 〃 ハナ 5．2�
817 アドマイヤモラール 牡2黒鹿54 柴田 善臣近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 506 ― 〃 クビ 5．9�
510 フレンドソング 牝2黒鹿54 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 404 ―1：24．21� 138．6�
24 ヒシヘンリー 牡2黒鹿54 北村 宏司阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 新井 昭二 462 ―1：24．3� 13．0�
815 ル キ ナ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹島川 	哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 474 ―1：24．4� 26．3


36 シ ェ ア ー ド 牡2鹿 54 三浦 皇成伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 440 ―1：24．71� 5．4�
47 ブレイジングサン 牡2黒鹿54 柴山 雄一�Basic 尾形 充弘 新冠 佐藤牧場 524 ―1：24．8� 59．1�
816 スリラーインマニラ 牡2鹿 54 内田 博幸古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 436 ― 〃 アタマ 21．5
23 アンダーザサン 牡2鹿 54 菅原 隆一島川 	哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 488 ―1：24．9� 158．5�
611 オレデヨケレバ 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 正徳 むかわ ヤマイチ牧場 420 ―1：25．21� 67．0�
612 メロメロパンチ 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 450 ―1：25．3� 32．5�
35 デビルウイング 牡2栗 54 田辺 裕信 �スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 454 ―1：25．4� 28．3�
59 シュガーラブ 牝2鹿 54 的場 勇人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 444 ―1：25．61� 54．5�
48 ラガマフィン 牝2黒鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 472 ―1：25．7� 4．0�
11 コスモブランカ 牡2黒鹿54 松岡 正海岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 442 ―1：26．23 73．4�
714 グロースハック 牡2栗 54 戸崎 圭太小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 412 ― 〃 ハナ 21．7�
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売 得 金
単勝： 40，141，700円 複勝： 45，311，400円 枠連： 27，657，100円
馬連： 73，886，700円 馬単： 36，996，600円 ワイド： 39，225，200円
3連複： 87，216，600円 3連単： 104，715，800円 計： 455，151，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 490円 � 210円 � 200円 枠 連（1－7） 4，110円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 14，360円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 1，800円 �� 590円

3 連 複 ��� 10，390円 3 連 単 ��� 100，550円

票 数

単勝票数 計 401417 的中 � 15780（6番人気）
複勝票数 計 453114 的中 � 19513（6番人気）� 62227（4番人気）� 64438（3番人気）
枠連票数 計 276571 的中 （1－7） 5205（17番人気）
馬連票数 計 738867 的中 �� 9198（23番人気）
馬単票数 計 369966 的中 �� 1932（58番人気）
ワイド票数 計 392252 的中 �� 4867（22番人気）�� 5452（18番人気）�� 18112（4番人気）
3連複票数 計 872166 的中 ��� 6295（31番人気）
3連単票数 計1047158 的中 ��� 755（314番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．9―48．3―1：00．2―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．6
3 10（11，16）4（5，15）（6，7）13（12，17）9－（2，8）－3（1，14） 4 ・（10，11，16）（4，5，15）（6，7）（12，13）（9，17）2－8，3（1，14）

勝馬の
紹 介

ペルソナリテ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アドマイヤコジーン 初出走

2013．3．14生 牝2鹿 母 マイネアルデュール 母母 コスモハーティネス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15006 6月6日 晴 稍重 （27東京3）第1日 第6競走 ��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

24 ヤギリヴィーナス 牝3栗 54 松岡 正海内田ヤエ子氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 446± 01：48．4 6．5�
714 ヒアカムズザサン 牡3栗 56 L．オールプレス �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 504± 01：48．82� 2．6�

（新）

59 ハ マ ギ ク 牝3黒鹿54 宮崎 北斗井上 一郎氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 484＋22 〃 クビ 109．1�
23 キーフォーサクセス 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 440－ 61：48．9クビ 21．5�
818 リンガスプライム 牡3栗 56 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 474＋ 21：49．0� 114．8	
12 エスティエッキー 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 436＋ 41：49．31� 23．8


48 エメラルドビーム 牝3鹿 54 津村 明秀北原光一郎氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 490＋ 61：49．51� 51．1�
817 バトルイイジャン 牡3黒鹿56 吉田 隼人宮川 秋信氏 牧 光二 浦河 信成牧場 488＋ 81：49．6� 31．0�
612 マコトギンスバーグ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 446± 01：49．81� 2．6
713 ブラヴューラ 牡3鹿 56 石橋 脩田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 466＋ 81：50．01� 177．9�
611 ケイビイノキセキ 牡3鹿 56 吉田 豊菊池 昭雄氏 田村 康仁 浦河 駿河牧場 514＋ 2 〃 クビ 9．4�
510 ミエノキティ 牝3鹿 54 三浦 皇成里見美惠子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 430＋14 〃 ハナ 137．0�
816 イナズマイーリス 牝3鹿 54 蛯名 正義小泉 賢悟氏 金成 貴史 新冠 小泉牧場 438＋ 4 〃 ハナ 235．6�
36 タマヨリモハヤク 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 480＋201：50．21� 130．6�
47 コスモアルヘナ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 474－ 21：50．41� 23．0�
11 スガノジャジャウマ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 稔 416＋ 61：50．5� 266．4�
35 ストロベリーアイス 牝3鹿 54 江田 照男�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 432 ―1：50．92� 182．2�
715 ケンブリッジヒカリ 牝3鹿 54 柴山 雄一中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－141：52．9大差 413．8�
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売 得 金
単勝： 40，294，700円 複勝： 47，571，800円 枠連： 25，238，200円
馬連： 79，538，300円 馬単： 44，192，000円 ワイド： 40，697，100円
3連複： 97，634，200円 3連単： 143，268，100円 計： 518，434，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 130円 � 1，540円 枠 連（2－7） 700円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 340円 �� 9，580円 �� 5，230円

3 連 複 ��� 30，030円 3 連 単 ��� 132，990円

票 数

単勝票数 計 402947 的中 � 48958（3番人気）
複勝票数 計 475718 的中 � 70644（3番人気）� 127785（1番人気）� 4973（13番人気）
枠連票数 計 252382 的中 （2－7） 27896（3番人気）
馬連票数 計 795383 的中 �� 77246（2番人気）
馬単票数 計 441920 的中 �� 17115（5番人気）
ワイド票数 計 406971 的中 �� 35812（2番人気）�� 1001（53番人気）�� 1844（37番人気）
3連複票数 計 976342 的中 ��� 2438（66番人気）
3連単票数 計1432681 的中 ��� 781（312番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．6―11．9―12．7―12．7―12．1―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．5―47．4―1：00．1―1：12．8―1：24．9―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．6

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ヤギリヴィーナス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．9 東京4着

2012．4．23生 牝3栗 母 ダイワノブレス 母母 ミルレーサー 8戦1勝 賞金 13，050，000円
〔発走状況〕 コスモアルヘナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ヒアカムズザサン号の騎手L．オールプレスは，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100，000円。（被害

馬：17番・12番）
〔調教再審査〕 コスモアルヘナ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンブリッジヒカリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月6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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ウインティアラ号・シゲルノマオイ号・デルマウンライマツ号・フジハイドランジア号
※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。



15007 6月6日 曇 重 （27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

510 リーガルプレゼンス 牡3栗 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B524＋122：09．7 3．4�
36 ワトソンクリック 牡3鹿 54 内田 博幸本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 496－ 22：09．91� 8．1�
815 ヘイローフォンテン 牡5鹿 57 三浦 皇成吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B520－ 2 〃 アタマ 21．6�
612 キネオフォルツァ 牡4芦 57 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 528＋ 62：10．0クビ 4．4�
11 コスモアルマク 牡3青鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 62：10．63� 27．6�
59 コクリュウノマイ �4青鹿57 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B486＋ 6 〃 クビ 14．1	
24 シ ッ プ ウ �4黒鹿57 吉田 隼人 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 488－ 22：10．81� 51．4�
35 オーマイホース 牡3鹿 54

51 ▲石川裕紀人髙岡 義雄氏 清水 英克 新ひだか 見上牧場 470＋ 22：11．22� 103．0�
713 グラスプリマ 牝4鹿 55 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 526＋ 2 〃 クビ 6．3
12 トミケンスラーヴァ 牡5鹿 57 L．オールプレス 冨樫 賢二氏 松永 康利 大樹 大樹ファーム 504－ 22：11．62� 95．8�

（新）

47 	 スチブナイト 牡5鹿 57
54 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 494－ 62：11．7� 159．4�

611	 クリノエビスジン 牡4鹿 57
54 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 476＋ 22：11．9
 35．7�

816 モルダバイト �5芦 57 田中 勝春岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B542－ 22：12．43 13．5�
714 ワンダフルニュース 牡4栗 57 田辺 裕信島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 494＋ 42：12．82� 23．8�
48 マイネルヴェッケン 牡3鹿 54 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 大平牧場 478－ 42：13．0
 76．9�
23 サトノバセロン 牡4青鹿57 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 514＋ 42：13．42� 9．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，964，400円 複勝： 48，779，000円 枠連： 25，476，600円
馬連： 90，308，000円 馬単： 41，297，900円 ワイド： 47，606，000円
3連複： 106，009，100円 3連単： 134，940，500円 計： 530，381，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 210円 � 270円 � 490円 枠 連（3－5） 1，960円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 930円 �� 2，040円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 13，570円 3 連 単 ��� 49，560円

票 数

単勝票数 計 359644 的中 � 82629（1番人気）
複勝票数 計 487790 的中 � 70375（2番人気）� 48351（4番人気）� 22518（8番人気）
枠連票数 計 254766 的中 （3－5） 10060（11番人気）
馬連票数 計 903080 的中 �� 29027（7番人気）
馬単票数 計 412979 的中 �� 8281（8番人気）
ワイド票数 計 476060 的中 �� 13548（6番人気）�� 5891（28番人気）�� 7969（18番人気）
3連複票数 計1060091 的中 ��� 5859（48番人気）
3連単票数 計1349405 的中 ��� 1974（151番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―12．2―12．5―12．4―12．8―12．4―12．5―12．1―12．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．1―30．3―42．8―55．2―1：08．0―1：20．4―1：32．9―1：45．0―1：57．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リーガルプレゼンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．1．17 中山1着

2012．5．11生 牡3栗 母 エレガントマナー 母母 ネオクラシック 2戦2勝 賞金 13，500，000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。
（非抽選馬） 1頭 デルマカマイタチ号
※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。

15008 6月6日 曇 重 （27東京3）第1日 第8競走 ��1，600�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
1：34．1
1：33．3

不良
良

714 アールプロセス 牡4鹿 57 田中 勝春池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 506± 01：36．2 2．7�
510 モンドクラッセ 牡4鹿 57 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 518＋101：36．3� 1．9�
816� コスモカウピリ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 496± 01：37．15 33．6�
59 フクノグリュック 牡3鹿 54 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 498＋ 61：37．2� 15．2�
24 ペリーホワイト 牡4芦 57 吉田 隼人西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 468＋ 21：37．41 40．0�
36 ディアグリスター 牡5鹿 57 戸崎 圭太ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 480± 01：37．5� 13．0	
12 � プリンケプス 牡4鹿 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 502－251：37．71 55．8

23 � ポールシッター 牡5青鹿57 丸田 恭介平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 21：38．01� 40．3�
612� レッドローズキング 牡4栗 57 嘉藤 貴行小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 460＋ 81：38．53 246．7�
815� オ フ ィ シ エ 牡5鹿 57 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 476＋101：38．6� 342．9
11 ゴールドゼウス 牡6黒鹿57 内田 博幸スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 508－10 〃 クビ 10．6�
48 スズカプリティー 牝4鹿 55 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 456± 01：38．7� 225．4�
35 トップアドバンス 牡4鹿 57 武士沢友治柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 460－ 2 〃 クビ 145．0�
47 � コンテベルデ 牡5青鹿57 原田 和真浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462± 01：38．8クビ 321．6�
713� ファイアキング 牡5鹿 57 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 B462＋ 21：39．97 395．1�
611� クイックスパイダー 牡5栗 57 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 480＋ 41：40．21� 440．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，924，800円 複勝： 47，886，300円 枠連： 24，830，300円
馬連： 89，895，100円 馬単： 56，946，800円 ワイド： 43，972，900円
3連複： 104，839，600円 3連単： 188，406，700円 計： 595，702，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 320円 枠 連（5－7） 220円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 160円 �� 660円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 4，980円

票 数

単勝票数 計 389248 的中 � 114122（2番人気）
複勝票数 計 478863 的中 � 135330（2番人気）� 150441（1番人気）� 19175（6番人気）
枠連票数 計 248303 的中 （5－7） 84978（1番人気）
馬連票数 計 898951 的中 �� 260111（1番人気）
馬単票数 計 569468 的中 �� 72629（2番人気）
ワイド票数 計 439729 的中 �� 92655（1番人気）�� 14238（8番人気）�� 11650（10番人気）
3連複票数 計1048396 的中 ��� 51491（4番人気）
3連単票数 計1884067 的中 ��� 27413（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．5―48．8―1：01．2―1：13．2―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．0
3 10，16（1，14）（15，11）（4，9）13（3，12）（8，7）6（2，5） 4 ・（10，16）（1，14）（4，9，15）（3，12，13，11）7（8，6）－（2，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アールプロセス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Private Account デビュー 2013．11．17 東京8着

2011．3．26生 牡4鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia 10戦3勝 賞金 34，004，000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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カシノレント号・ギンパリ号・ラズライトブルー号
（非抽選馬） 1頭 ツクバホシノオー号



15009 6月6日 曇 稍重 （27東京3）第1日 第9競走 ��
��1，600�

こ く ぶ ん じ

国 分 寺 特 別
発走14時35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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

812 ジャポニカーラ 牝3黒鹿52 横山 典弘 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 408＋ 81：34．7 8．9�
67 ウインフェニックス 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 462＋ 81：34．91 3．1�
811 ブレイクザポケット 牡3鹿 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 61：35．11� 5．9�
11 クワトロガッツ 牡4黒鹿57 北村 宏司ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 452－ 21：35．31	 2．6�
22 パープルセイル 牝4黒鹿55 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 ハナ 13．2	
44 セレナビアンカ 牝4鹿 55 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 アタマ 180．9

55 
 シ ン ガ ン 牡4青鹿57 柴田 善臣林 正道氏 国枝 栄 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 490－ 21：35．4� 10．8�
79 チ ェ ー ザ レ 牡4黒鹿57 石川裕紀人丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 518－ 61：35．5� 74．2�
33 ローレルラスター 牡5鹿 57 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 488－10 〃 ハナ 133．3
56 マイネプレセア 牝4青鹿55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 446± 01：35．6� 31．2�
68 コスモツケマ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 474± 01：35．81 84．9�
710 グランシャリオ 牡3栗 54 戸崎 圭太村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 27．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，198，100円 複勝： 54，519，200円 枠連： 25，593，200円
馬連： 113，634，300円 馬単： 60，954，200円 ワイド： 48，413，200円
3連複： 124，224，900円 3連単： 232，459，700円 計： 697，996，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 130円 � 170円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 610円 �� 710円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 22，110円

票 数

単勝票数 計 381981 的中 � 34154（4番人気）
複勝票数 計 545192 的中 � 45661（4番人気）� 131613（2番人気）� 80912（3番人気）
枠連票数 計 255932 的中 （6－8） 28636（3番人気）
馬連票数 計1136343 的中 �� 52811（7番人気）
馬単票数 計 609542 的中 �� 10561（16番人気）
ワイド票数 計 484132 的中 �� 19809（8番人気）�� 16604（10番人気）�� 35470（3番人気）
3連複票数 計1242249 的中 ��� 31979（10番人気）
3連単票数 計2324597 的中 ��� 7622（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．7―36．4―48．3―1：00．3―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャポニカーラ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．12．20 中山1着

2012．1．27生 牝3黒鹿 母 グリッターカーラ 母母 フサイチエアデール 4戦2勝 賞金 17，836，000円

15010 6月6日 曇 稍重 （27東京3）第1日 第10競走 ��
��2，000�

い な む ら が さ き

稲 村 ヶ 崎 特 別
発走15時10分 （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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 マローブルー 牝4鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 450＋ 22：01．3 2．7�

55 ロンギングゴールド 牡5黒鹿57 横山 典弘坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 470± 02：01．61� 11．3�
22 キングストーン 牡4鹿 57 内田 博幸寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 498－ 6 〃 クビ 5．6�
77 ダイワリベラル 牡4黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 520－ 42：01．7クビ 4．8�
44 ショウナンマルシェ 牡4青鹿57 L．オールプレス 国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 22：02．02 17．2�
（新）

66 タブレットピーシー 牡4芦 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 クビ 25．1	
89 ヴェラヴァルスター 牡3栗 54 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：02．21	 3．5

88 ロードハリケーン 牡6鹿 57 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 490± 02：02．3� 36．3�
11 ビームライフル 牡6青鹿57 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 466－262：02．61� 115．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，843，200円 複勝： 60，383，300円 枠連： 21，379，900円
馬連： 132，671，300円 馬単： 70，503，200円 ワイド： 48，624，400円
3連複： 136，715，800円 3連単： 297，944，300円 計： 817，065，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 210円 � 180円 枠 連（3－5） 1，700円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 470円 �� 320円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 488432 的中 � 142181（1番人気）
複勝票数 計 603833 的中 � 154382（1番人気）� 60688（5番人気）� 81326（4番人気）
枠連票数 計 213799 的中 （3－5） 9694（7番人気）
馬連票数 計1326713 的中 �� 66645（7番人気）
馬単票数 計 705032 的中 �� 24262（10番人気）
ワイド票数 計 486244 的中 �� 26346（7番人気）�� 41358（4番人気）�� 15822（10番人気）
3連複票数 計1367158 的中 ��� 51330（7番人気）
3連単票数 計2979443 的中 ��� 24261（32番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―12．2―12．5―12．9―12．7―11．7―11．1―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．3―37．5―50．0―1：02．9―1：15．6―1：27．3―1：38．4―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

マローブルー 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Dubai Destination デビュー 2014．2．10 東京3着

2011．1．22生 牝4鹿 母 リラックススマイル 母母 ヴェルヴェットクイーン 9戦4勝 賞金 61，537，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

追 加 記 事（第 2回東京競馬第 12 日第 1競走）
〔その他〕　　ファイターホリハル号は，競走中に疾病〔右第３手根骨々折及び右橈側手根骨々

折〕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。



15011 6月6日 曇 重 （27東京3）第1日 第11競走 ��
��1，600�ヴィクトリアレーシングクラブ賞

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，26．6．7以降27．5．31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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：34．1
1：33．3

不良
良

33 シンゼンレンジャー 牡6黒鹿54 田中 勝春原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ
ナル牧場 492－ 41：35．1 31．7�

710 オメガブレイン 牡7鹿 52 江田 照男原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B466－101：35．52� 46．5�
56 ハギノタイクーン 牡6鹿 54 内田 博幸日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 532± 01：35．6クビ 14．9�
79 メイショウゾンビ 牡6鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 496－ 2 〃 クビ 85．4�
22 プラントハンター 牡5黒鹿55 大野 拓弥吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452－ 21：35．7クビ 16．3�
68 バーディーイーグル 牡5鹿 55 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 494－ 61：35．8� 6．3�
44 ワンダーロード 牡5青鹿55 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 476－ 21：36．22� 9．7	
67 ベルウッドテラス 牡5鹿 55 L．オールプレス 鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 504－ 6 〃 アタマ 6．1


（新）

812 ク ロ ス ボ ウ 牡5黒鹿54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 520＋ 41：36．3クビ 8．5�
811 スノーモンキー 牡5鹿 56 戸崎 圭太石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448± 0 〃 クビ 2．0
55 エリモフェザー 牝5栗 51 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 418－ 61：36．4クビ 148．8�
11 イントレピッド 牡5鹿 54 松岡 正海会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 462＋ 81：38．010 82．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 71，116，000円 複勝： 86，997，500円 枠連： 59，976，900円
馬連： 257，875，800円 馬単： 130，205，600円 ワイド： 93，397，100円
3連複： 285，658，700円 3連単： 556，628，700円 計： 1，541，856，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 650円 � 930円 � 470円 枠 連（3－7） 16，540円

馬 連 �� 33，840円 馬 単 �� 81，710円

ワ イ ド �� 7，000円 �� 3，340円 �� 5，540円

3 連 複 ��� 87，330円 3 連 単 ��� 890，850円

票 数

単勝票数 計 711160 的中 � 17902（8番人気）
複勝票数 計 869975 的中 � 35458（8番人気）� 23723（9番人気）� 51269（7番人気）
枠連票数 計 599769 的中 （3－7） 2810（25番人気）
馬連票数 計2578758 的中 �� 5905（46番人気）
馬単票数 計1302056 的中 �� 1195（95番人気）
ワイド票数 計 933971 的中 �� 3426（46番人気）�� 7276（32番人気）�� 4345（40番人気）
3連複票数 計2856587 的中 ��� 2453（131番人気）
3連単票数 計5566287 的中 ��� 453（891番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．5―47．8―59．8―1：11．5―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンゼンレンジャー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ジ ェ リ デビュー 2011．7．3 京都1着

2009．5．3生 牡6黒鹿 母 キョウエイフルハム 母母 ケイシュウアップ 35戦4勝 賞金 74，138，000円
〔発走状況・騎手変更〕 ベルウッドテラス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。騎手柴山雄一は負傷のためL．オールプレスに変更。検

量及び装鞍のやり直しのため発走時刻15分遅延。
※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。

15012 6月6日 曇 稍重 （27東京3）第1日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時25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

47 マンゴジェリー 牡3鹿 54 横山 典弘窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 454－ 41：21．4 4．0�
510 ホクラニミサ 牝4黒鹿55 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 452＋ 61：21．82� 3．5�
817 カービングパス 牝3鹿 52 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 ハナ 4．6�
36 リターンストローク 牡3鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 498－ 81：22．11� 8．2�
612 マ ー セ ラ ス 牡3黒鹿54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：22．2� 10．3�
23 エクスペリエンス 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 392＋ 2 〃 アタマ 141．4	

35 アースプレイ 牝4青鹿55 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 432－ 41：22．41� 41．4


611 ベラフォレスタ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 464－24 〃 ハナ 21．9�
815 ダイワコンプリート 牡3鹿 54 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 508＋ 6 〃 クビ 37．1�
12 キングナポレオン 牡4黒鹿57 内田 博幸田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 21：22．61� 10．7
24 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55 吉田 隼人�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 452± 0 〃 クビ 193．3�
11 ナリノネーヴェ 牝3芦 52

49 ▲井上 敏樹成塚 清志氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 406＋ 2 〃 ハナ 28．1�
713 クラシックマーク 牝4栗 55 伊藤 工真小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 430－ 41：22．8� 75．5�
714	 シャドウリーフ 牝4栗 55 L．オールプレス 飯塚 知一氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 440＋121：23．11� 229．7�

（新）

48 フリュクティドール 牝4鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 426－ 61：23．52� 335．1�
816 シングンパワー 牡3栗 54 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育

成牧場 B470＋101：23．82 147．0�
59 クラウンジューン 牡3鹿 54 三浦 皇成�クラウン 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 466± 01：24．97 47．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 67，567，200円 複勝： 99，315，600円 枠連： 50，550，300円
馬連： 196，799，200円 馬単： 86，616，300円 ワイド： 93，720，500円
3連複： 231，493，500円 3連単： 359，127，300円 計： 1，185，189，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 130円 � 150円 枠 連（4－5） 750円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 330円 �� 380円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 5，690円

票 数

単勝票数 計 675672 的中 � 132231（2番人気）
複勝票数 計 993156 的中 � 181176（2番人気）� 215186（1番人気）� 154599（3番人気）
枠連票数 計 505503 的中 （4－5） 52201（2番人気）
馬連票数 計1967992 的中 �� 192628（1番人気）
馬単票数 計 866163 的中 �� 44693（2番人気）
ワイド票数 計 937205 的中 �� 73894（1番人気）�� 61583（3番人気）�� 72259（2番人気）
3連複票数 計2314935 的中 ��� 149863（1番人気）
3連単票数 計3591273 的中 ��� 45756（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．0―46．7―58．2―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンゴジェリー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 トワイニング デビュー 2014．8．2 新潟11着

2012．3．15生 牡3鹿 母 ランペルティーザ 母母 ヤングダリア 8戦2勝 賞金 19，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時30分に変更。
〔騎手変更〕 マーセラス号の騎手柴山雄一は，負傷のため蛯名正義に変更。
※キングナポレオン号は，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。



（27東京3）第1日 6月6日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 178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

197，120，000円
2，080，000円
7，200，000円
1，190，000円
17，920，000円
70，036，500円
5，384，600円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
476，752，600円
647，161，800円
331，700，700円
1，277，068，700円
657，694，600円
583，436，400円
1，480，781，500円
2，423，121，600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 7，877，717，900円

総入場人員 26，996名 （有料入場人員 24，959名）
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