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15025 6月13日 曇 稍重 （27東京3）第3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 オーゴンマリア 牝3栗 54 大野 拓弥永田 清男氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 442－181：26．4 9．8�
36 ラブミラーボード 牝3芦 54 柴山 雄一増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 420± 0 〃 クビ 12．1�
510 エクストラペトル 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－141：26．5クビ 4．8�
23 イ ク シ ア 牝3芦 54 丸山 元気 �シルクレーシング 栗田 徹 平取 坂東牧場 458＋ 41：26．6� 2．9�
713 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 村田 一誠井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B460± 0 〃 クビ 21．4�
816 イ ロ ジ カ ケ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 466－ 81：26．7� 77．4	
611 モアニレフア 牝3青鹿54 三浦 皇成北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 422＋ 81：27．33� 46．1

47 ソサエティクイーン 牝3栗 54 戸崎 圭太 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 434＋ 6 〃 クビ 5．6�
24 ルーシーイズマイン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎小林 照弘氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462－ 61：27．4� 53．3�
612 ア ン ミ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 454－ 41：27．5クビ 48．0
11 ノーブルマーキュリ 牝3栗 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 長浜 忠 420－ 21：27．71� 12．7�
815 メ ビ ウ ス 牝3栗 54 的場 勇人�髙昭牧場 的場 均 浦河 高昭牧場 480 ― 〃 アタマ 197．8�
714 ゼイロングトゥビー 牝3青鹿54 西田雄一郎加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 418＋ 41：28．23 58．3�
59 グレイサミット 牝3芦 54

51 ▲石川裕紀人平井 裕氏 田村 康仁 新ひだか 井高牧場 474＋101：29．26 422．6�
35 ディナミック 牝3栗 54 内田 博幸栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 B472－ 41：29．62� 8．5�
12 キーシャンプー 牝3鹿 54 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 日高 中館牧場 462＋181：30．02� 134．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，624，600円 複勝： 42，130，500円 枠連： 17，259，400円
馬連： 63，154，000円 馬単： 34，694，200円 ワイド： 40，200，900円
3連複： 91，712，300円 3連単： 110，825，600円 計： 425，601，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 350円 � 320円 � 210円 枠 連（3－4） 900円

馬 連 �� 5，910円 馬 単 �� 10，830円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，140円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 9，400円 3 連 単 ��� 75，580円

票 数

単勝票数 計 256246 的中 � 20917（5番人気）
複勝票数 計 421305 的中 � 29428（6番人気）� 33109（5番人気）� 57512（3番人気）
枠連票数 計 172594 的中 （3－4） 14745（4番人気）
馬連票数 計 631540 的中 �� 8277（22番人気）
馬単票数 計 346942 的中 �� 2402（43番人気）
ワイド票数 計 402009 的中 �� 5058（22番人気）�� 9196（10番人気）�� 9075（11番人気）
3連複票数 計 917123 的中 ��� 7311（28番人気）
3連単票数 計1108256 的中 ��� 1063（239番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．7―48．2―1：00．8―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーゴンマリア �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．9．6 新潟6着

2012．3．13生 牝3栗 母 クロフネマリア 母母 オートマリア 7戦1勝 賞金 7，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 スピンキャッシュ号・ヒルプリンセス号・ロゼスピリッツ号

15026 6月13日 曇 稍重 （27東京3）第3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

12 セ ル メ ー ル 牡3鹿 56 横山 典弘前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460＋121：18．5 4．2�

11 パイロスター 牡3黒鹿56 田中 勝春熊田 晋作氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 482－ 21：18．81� 8．1�
59 ニシノフクオトコ 牡3芦 56 内田 博幸西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 468＋ 4 〃 クビ 4．7�
47 タイセイプレシャス 牡3栗 56 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 464± 01：19．22� 3．5�
816 セイウンアサヒ 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 パカパカ

ファーム 488± 01：19．51� 13．4�
714 トウショウリンクス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 434＋ 21：19．6� 27．2	
35 ケイアイトレジャー 牡3芦 56 柴山 雄一亀田 和弘氏 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 494－ 61：20．02� 6．6

510 チャンピオンムーン 牡3鹿 56 吉田 隼人坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 アイオイファーム 490－ 41：20．1� 307．9�
611 ナゲットレイツ 牝3鹿 54 岩部 純二竹本いずみ氏 中川 公成 日高 滝本 健二 456± 01：20．2� 40．8�
36 ワンダータイム 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人須野牧場 奥平 雅士 新ひだか 前田 宗将 484＋141：20．3クビ 22．8�
713 ケイツーノート 牝3鹿 54 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 酒井 秀紀 466＋161：20．51 130．1�
815 ペイシャピュア 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 482＋ 41：21．03 29．9�
24 マルターズレーン 牡3鹿 56 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 490－101：21．42� 41．8�
48 フレイムアゲン 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 新冠 佐藤 信広 500 ―1：23．010 181．5�
23 サンマルグロウ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 414＋201：26．4大差 398．8�

（15頭）
612 トミケンモヴェール 牡3栗 56 三浦 皇成冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，980，800円 複勝： 38，603，600円 枠連： 17，174，600円
馬連： 56，662，800円 馬単： 30，113，700円 ワイド： 36，880，900円
3連複： 74，205，600円 3連単： 97，653，900円 計： 375，275，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 210円 � 160円 枠 連（1－1） 1，570円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 700円 �� 710円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 14，160円

票 数

単勝票数 計 239808 的中 � 44670（2番人気）
複勝票数 計 386036 的中 � 55053（3番人気）� 44458（5番人気）� 66660（2番人気）
枠連票数 計 171746 的中 （1－1） 8467（7番人気）
馬連票数 計 566628 的中 �� 27460（6番人気）
馬単票数 計 301137 的中 �� 9444（7番人気）
ワイド票数 計 368809 的中 �� 13543（6番人気）�� 13448（7番人気）�� 10870（10番人気）
3連複票数 計 742056 的中 ��� 18077（8番人気）
3連単票数 計 976539 的中 ��� 4998（29番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．1―29．4―41．4―53．4―1：05．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ ル メ ー ル �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．8．16 新潟4着

2012．3．13生 牡3鹿 母 オーディエンス 母母 シェイクハンド 7戦1勝 賞金 9，600，000円
〔出走取消〕 トミケンモヴェール号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレイムアゲン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月13日まで平地競

走に出走できない。
サンマルグロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月13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） 4頭 アフェクトダンサー号・ドクターミルズ号・ブルーミングランド号・ランドザスターズ号
（非抽選馬） 1頭 コイオス号

第３回 東京競馬 第３日



15027 6月13日 晴 稍重 （27東京3）第3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）

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
1：34．1
1：33．3

不良
良

816 フォークスグローブ 牝3黒鹿54 柴田 善臣吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 522＋ 21：38．7 2．3�
12 ラックアサイン 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 81：38．91� 7．8�
611 ヘッドドレス 牝3鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 450± 01：39．0� 3．5�
48 ブランダルジャン 牝3芦 54 C．ルメール �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 452－ 81：39．85 5．9�
815 プラチナムスタング 牝3芦 54 田辺 裕信竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 460± 01：40．01 51．9�
36 ダ リ グ ラ ム 牝3黒鹿54 武士沢友治 �社台レースホース栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 4 〃 クビ 16．7	
612 グラスエンプレス 牝3鹿 54 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 506＋101：40．31� 158．3

713 カ キ ツ バ タ 牝3黒鹿54 原田 和真中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 418＋ 41：40．4� 51．3�
47 ウッチースネール 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹�谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 480＋ 21：40．71� 17．9�
714 ポインテッドラン 牝3黒鹿54 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 458± 01：40．8� 259．9
23 ア テ イ ン 牝3栗 54 的場 勇人紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 450＋ 2 〃 クビ 384．3�
510 ダノンエンジェル 牝3鹿 54 蛯名 正義�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 420－ 41：41．11� 25．0�
11 ウエスタンジュリア 牝3鹿 54 吉田 隼人西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 420－ 41：41．2� 436．3�
35 スイートネージュ 牝3芦 54 L．オールプレスシンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 458－ 61：41．83� 145．3�

（新）

24 ジュエリーモード 牝3黒鹿54 北村 宏司原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462－141：42．22� 41．8�
59 バトルサクヤコ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 470＋ 41：43．9大差 228．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，017，900円 複勝： 39，976，100円 枠連： 17，021，500円
馬連： 64，407，400円 馬単： 37，430，000円 ワイド： 36，433，500円
3連複： 84，717，800円 3連単： 120，630，800円 計： 429，635，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 190円 � 130円 枠 連（1－8） 900円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 390円 �� 200円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 5，450円

票 数

単勝票数 計 290179 的中 � 99714（1番人気）
複勝票数 計 399761 的中 � 114036（1番人気）� 38508（4番人気）� 82015（2番人気）
枠連票数 計 170215 的中 （1－8） 14547（3番人気）
馬連票数 計 644074 的中 �� 48885（3番人気）
馬単票数 計 374300 的中 �� 17934（4番人気）
ワイド票数 計 364335 的中 �� 22044（4番人気）�� 53980（1番人気）�� 17175（6番人気）
3連複票数 計 847178 的中 ��� 61668（2番人気）
3連単票数 計1206308 的中 ��� 16025（7番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―12．3―12．4―12．6―12．3―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．4―35．7―48．1―1：00．7―1：13．0―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォークスグローブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2015．3．28 中山8着

2012．4．21生 牝3黒鹿 母 アネモティス 母母 Arbela 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルサクヤコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月13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） 2頭 キャンドルアート号・トーセンワルツ号
※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。

15028 6月13日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（27東京3）第3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

56 � アラビアンドラゴン �5芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 426＋ 63：23．3 7．9�
33 � ウルトラサウンド 牡5鹿 60 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 516－ 43：24．68 4．6�
711 ビッグプレゼンター 牡6鹿 60 小野寺祐太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 478± 03：24．7� 238．1�
812 ディープスノー 牝7鹿 58 江田 勇亮日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 466－ 23：24．91� 8．5�
813 オ ベ レ ッ ク 牡5鹿 60 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 472－ 43：25．0クビ 17．2�
22 ウインイルソーレ 牡4鹿 60 石神 深一�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 480－ 63：25．1� 4．8	
68 ボストンエンペラー 牡7黒鹿60 林 満明ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 480＋103：26．05 24．7

710 シゲルキシュウ 牡4芦 60 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜 秀昭 496－ 63：27．17 105．3�
57 � コーリンヴァレロ 牡7鹿 60 上野 翔伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 510－ 23：27．2� 161．9�
44 マイネルカーミン 牡6黒鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 488－ 83：27．51	 25．0
69 ゴーゴーヒュウガ 牡7鹿 60 蓑島 靖典永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 450－123：29．09 84．2�
45 フ リ メ ー ル 牝4栗 58 原田 和真�ミルファーム 根本 康広 えりも エクセルマネジメント 440＋123：29．32 48．5�
11 ゴールドブライアン 牡7青鹿60 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 464－12 （競走中止） 2．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，037，300円 複勝： 21，323，400円 枠連： 13，599，500円
馬連： 39，191，300円 馬単： 25，939，000円 ワイド： 23，009，400円
3連複： 58，573，200円 3連単： 97，157，700円 計： 296，830，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 200円 � 4，560円 枠 連（3－5） 1，800円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 650円 �� 12，730円 �� 13，900円

3 連 複 ��� 105，090円 3 連 単 ��� 607，230円

票 数

単勝票数 計 180373 的中 � 18227（4番人気）
複勝票数 計 213234 的中 � 22683（5番人気）� 32506（3番人気）� 934（13番人気）
枠連票数 計 135995 的中 （3－5） 5838（8番人気）
馬連票数 計 391913 的中 �� 17008（7番人気）
馬単票数 計 259390 的中 �� 4590（18番人気）
ワイド票数 計 230094 的中 �� 9808（7番人気）�� 448（53番人気）�� 410（56番人気）
3連複票数 計 585732 的中 ��� 418（130番人気）
3連単票数 計 971577 的中 ��� 116（693番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 51．5－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�アラビアンドラゴン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス

2010．4．23生 �5芦 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン 障害：9戦1勝 賞金 9，200，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ゴールドブライアン号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。



15029 6月13日 晴 良 （27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

48 トウショウドラフタ 牡2栗 54 吉田 豊トウショウ産業� 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 452 ―1：22．7 12．9�
23 ピュアブリリアン 牝2黒鹿54 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 446 ―1：23．12� 12．4�
47 ロードインスパイア 牡2青鹿54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 442 ―1：23．31� 4．2�
612 シャウトオブジョイ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 514 ―1：23．4クビ 6．3�
35 ラ ン ポ ル テ 牝2芦 54 吉田 隼人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 水丸牧場 432 ― 〃 クビ 32．9	
715 ビッグランチ 牡2栗 54 宮崎 北斗 
スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 440 ―1：23．61� 27．8�
36 シゲルシマダイ 牡2鹿 54 内田 博幸森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 498 ―1：23．8� 11．6�
59 ブラスリング 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 412 ― 〃 ハナ 6．5
24 カゼノカムイ 牡2鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 根本 康広 青森 荒谷牧場 460 ―1：24．33 61．3�
817 スクエアフォールド 牡2鹿 54 横山 典弘 
社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 468 ―1：24．4� 7．8�
510 ノブレジェンド 牡2鹿 54 田辺 裕信前田 亘輝氏 小島 茂之 様似 猿倉牧場 418 ― 〃 アタマ 34．0�
818 フレンドミラクル 牡2栗 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 450 ―1：24．61� 40．2�
713 レッドセバスチャン 牡2鹿 54

51 ▲井上 敏樹
ミルファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 400 ―1：24．81� 73．6�
12 アヤノバンマツリ 牝2芦 54

51 ▲石川裕紀人神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 472 ― 〃 アタマ 14．5�
714 ジュンストレート 牝2鹿 54 村田 一誠河合 純二氏 田中 剛 日高 白瀬 盛雄 432 ―1：25．01 167．7�
816 ヒ ッ ト マ ン 牡2栗 54 柴山 雄一�Basic 土田 稔 新冠 佐藤牧場 454 ―1：25．21� 110．2�
11 ペキンドール 牝2黒鹿54 丸田 恭介平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 418 ―1：26．15 142．3�
611 ショウナンタフネス 牡2鹿 54 北村 宏司国本 哲秀氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 460 ―1：27．8大差 39．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，299，200円 複勝： 47，767，200円 枠連： 22，746，300円
馬連： 68，610，500円 馬単： 34，482，000円 ワイド： 38，032，300円
3連複： 85，870，200円 3連単： 107，796，500円 計： 443，604，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 370円 � 340円 � 180円 枠 連（2－4） 1，620円

馬 連 �� 6，340円 馬 単 �� 10，770円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 840円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 62，720円

票 数

単勝票数 計 382992 的中 � 25079（7番人気）
複勝票数 計 477672 的中 � 29664（7番人気）� 33819（6番人気）� 81135（1番人気）
枠連票数 計 227463 的中 （2－4） 10847（6番人気）
馬連票数 計 686105 的中 �� 8381（26番人気）
馬単票数 計 344820 的中 �� 2401（44番人気）
ワイド票数 計 380323 的中 �� 4785（27番人気）�� 11936（5番人気）�� 9397（9番人気）
3連複票数 計 858702 的中 ��� 8147（19番人気）
3連単票数 計1077965 的中 ��� 1246（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．0―48．1―59．5―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．6
3 ・（4，8）（9，14）（5，10）（7，12）2，6，3－（1，13，18，17）16，15＝11 4 ・（4，8）（5，9，14，10）6（7，12）（2，17）（3，13，18）15，16，1＝11

勝馬の
紹 介

トウショウドラフタ �
�
父 アンライバルド �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

2013．3．6生 牡2栗 母 ウイッチトウショウ 母母 サマンサトウショウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンタフネス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月13日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインストアヘッド号

15030 6月13日 曇 良 （27東京3）第3日 第6競走 ��
��2，000�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
1：56．1
1：56．1

良
良

24 プラトンイミシャン 牡3鹿 56 勝浦 正樹池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 B458－ 22：01．2 5．8�
36 モントレーベイ 牡3芦 56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 白井牧場 470＋12 〃 クビ 60．0�
612 ワンパクチョウサン 牡3青鹿56 蛯名 正義�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 436＋ 42：01．3� 4．0�
48 ウインティアラ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 408± 02：01．4クビ 14．9�
611 ニシノリコルディ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 422± 02：01．61� 70．8�
713 アマラントカット 牝3鹿 54 戸崎 圭太 	社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 406－122：01．81� 16．7

815 ファジーシステム 牡3鹿 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 436＋102：01．9	 96．8�
714 フジハイドランジア 牝3黒鹿54 丹内 祐次藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 446＋ 42：02．0� 115．6�
510 サ ル ガ ッ ソ 牝3鹿 54 横山 典弘岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 446± 0 〃 ハナ 18．5
23 コスモフィンセント 牡3黒鹿56 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 6 〃 クビ 17．9�
11 ヴェルデプラート 牡3栗 56 吉田 豊落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 446＋ 22：02．1� 68．6�
47 ラ バ ニ ー ユ 牝3芦 54 村田 一誠�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 412－ 22：02．2	 7．8�
35 ジ ャ ン ゴ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行 �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 482＋ 4 〃 アタマ 25．7�
12 
 ヌ ー ナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

514－ 42：02．41 2．7�
59 ランベルティ 牝3鹿 54 吉田 隼人庄野 宏志氏 中川 公成 日高 庄野牧場 404－ 22：04．010 465．0�
816 メルヴェイユ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 406± 02：05．610 301．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，952，100円 複勝： 42，692，300円 枠連： 19，343，400円
馬連： 69，440，900円 馬単： 35，957，400円 ワイド： 36，845，100円
3連複： 84，574，100円 3連単： 117，876，600円 計： 435，681，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 1，080円 � 180円 枠 連（2－3） 4，220円

馬 連 �� 17，340円 馬 単 �� 28，900円

ワ イ ド �� 4，290円 �� 620円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 25，190円 3 連 単 ��� 179，910円

票 数

単勝票数 計 289521 的中 � 39319（3番人気）
複勝票数 計 426923 的中 � 54491（3番人気）� 7676（10番人気）� 74643（2番人気）
枠連票数 計 193434 的中 （2－3） 3551（17番人気）
馬連票数 計 694409 的中 �� 3102（43番人気）
馬単票数 計 359574 的中 �� 933（74番人気）
ワイド票数 計 368451 的中 �� 2125（42番人気）�� 16440（4番人気）�� 3030（30番人気）
3連複票数 計 845741 的中 ��� 2518（75番人気）
3連単票数 計1178766 的中 ��� 475（508番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．0―48．4―1：01．0―1：13．5―1：26．0―1：37．7―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

プラトンイミシャン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2014．10．5 新潟11着

2012．3．19生 牡3鹿 母 ア ル ケ ミ ー 母母 フジノリニアー 7戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 ウインティアラ号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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。
（非当選馬） 2頭 カレイジルベルト号・シゲルノマオイ号
（非抽選馬） 4頭 アドラビリティ号・サニーゴールド号・ベンガル号・ミュゼファントム号



15031 6月13日 曇 良 （27東京3）第3日 第7競走 ��1，600�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
1：34．1
1：33．3

不良
良

713 シャドウチェイサー 牡3黒鹿54 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 470－ 41：36．8 9．8�
35 レ レ マ ー マ 牡3栗 54 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 540＋221：37．01� 6．0�
612 マッチレスヒーロー 牡4栗 57 横山 典弘�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B482± 01：37．1� 3．9�
714 エルズミーア 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 560－ 21：37．41� 2．4�
59 ダイチヴュルデ 牡4鹿 57 柴山 雄一 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 450＋ 21：37．82� 31．1	
816 マイネルボルソー 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 468－ 6 〃 クビ 23．7

36 メイプルレインボー 牡3栗 54 江田 照男節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 474＋ 41：38．11� 25．0�
24 ワ ン ボ ー イ 牡3栗 54 田中 勝春稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 178．0�
47 ワイルドダンサー 牡3鹿 54 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 480－ 41：38．31� 6．3
11 	 シゲルジダイマツリ 牡3栗 54

51 ▲井上 敏樹森中 蕃氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 B488－ 41：38．72� 200．8�
12 ソルプレーサ 牡3黒鹿54 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 516＋ 81：38．91� 108．3�
611 コンプリートゲーム 牡5鹿 57 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 514－ 61：39．43 205．4�
23 クリノカンパニー 牡4鹿 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 和田 雄二 日高 三輪牧場 490＋161：39．71� 460．1�
510 ランドブリーズ 牝5鹿 55 丸田 恭介西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 516＋341：39．91� 184．6�
48 イノチノリユウ 牡5栗 57 吉田 豊西山牧場 尾形 充弘 新冠 川上牧場 478＋ 81：40．53� 139．0�
815 ニシノヘリオス 牡5青鹿 57

54 ▲石川裕紀人西山牧場 田村 康仁 日高 メイプルファーム 478－ 21：42．110 343．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，331，200円 複勝： 56，438，500円 枠連： 23，004，700円
馬連： 94，648，400円 馬単： 50，220，500円 ワイド： 47，026，800円
3連複： 115，506，600円 3連単： 163，933，600円 計： 593，110，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 270円 � 240円 � 150円 枠 連（3－7） 600円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 9，270円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 580円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 36，750円

票 数

単勝票数 計 423312 的中 � 34538（5番人気）
複勝票数 計 564385 的中 � 47301（5番人気）� 54097（4番人気）� 120325（2番人気）
枠連票数 計 230047 的中 （3－7） 29623（2番人気）
馬連票数 計 946484 的中 �� 18131（13番人気）
馬単票数 計 502205 的中 �� 4060（28番人気）
ワイド票数 計 470268 的中 �� 8783（17番人気）�� 21191（6番人気）�� 21000（7番人気）
3連複票数 計1155066 的中 ��� 18533（13番人気）
3連単票数 計1639336 的中 ��� 3234（120番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．2―12．5―12．4―12．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―35．7―48．2―1：00．6―1：12．6―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャドウチェイサー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．11．2 東京5着

2012．2．26生 牡3黒鹿 母 マンボスルー 母母 Slew Boyera 6戦2勝 賞金 13，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノヘリオス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月13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。
（非抽選馬） 5頭 アイヅラブリー号・ギンパリ号・ラズライトブルー号・ロジテースト号・ワイルドダラー号

15032 6月13日 曇 良 （27東京3）第3日 第8競走 ��2，400�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53�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
2：22．1
2：22．1

良
良

57 ポトマックリバー 牡3芦 53 北村 宏司吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476－ 42：24．7 2．1�
33 ブリリアント 牡5鹿 57 戸崎 圭太野谷 美千氏 武市 康男 新冠 タニグチ牧場 468－ 42：25．33� 16．9�
610 ウェルブレッド 牡3黒鹿 53

50 ▲井上 敏樹 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 42：25．51� 5．1�

813 リターントゥジェム 牡4黒鹿57 内田 博幸西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 490＋ 42：25．6� 5．1�
58 バスティード 牡4栗 57 三浦 皇成古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 462－ 82：25．7クビ 49．9�
11 ゴールドメイン 牡5栗 57

54 ▲石川裕紀人嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 B462－ 62：25．91� 13．4	
814 スプリングシャトル 牡5栗 57 村田 一誠加藤 春夫氏 松永 康利 様似 堀 弘康 480± 02：26．11� 346．8

69 トライアゲイン 牡4鹿 57 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 22：26．2� 22．9�
45 タイセイポラリス 牡5栗 57 L．オールプレス 田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 480＋ 62：26．3� 89．4

（新）

22 リボントリコロール 牝5芦 55 横山 典弘 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 438－ 22：26．93� 9．4�
46 ミラクルルージュ 牝5青鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 466± 02：27．1� 57．6�
34 レッドルヴァン 牡3芦 53 吉田 豊 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 472± 02：27．63 21．5�
711 マイケルチョウサン 牡4鹿 57 吉田 隼人�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 472－ 42：28．66 315．5�
712 ル ー 牡5鹿 57 江田 照男武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 464＋ 22：28．92 43．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，629，900円 複勝： 53，745，000円 枠連： 19，691，400円
馬連： 95，969，900円 馬単： 44，041，500円 ワイド： 44，873，100円
3連複： 104，647，500円 3連単： 153，075，000円 計： 556，673，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 330円 � 200円 枠 連（3－5） 1，150円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 790円 �� 360円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 19，160円

票 数

単勝票数 計 406299 的中 � 148000（1番人気）
複勝票数 計 537450 的中 � 131132（1番人気）� 32045（6番人気）� 64920（4番人気）
枠連票数 計 196914 的中 （3－5） 13270（5番人気）
馬連票数 計 959699 的中 �� 33348（7番人気）
馬単票数 計 440415 的中 �� 10554（11番人気）
ワイド票数 計 448731 的中 �� 14141（8番人気）�� 35642（2番人気）�� 8416（14番人気）
3連複票数 計1046475 的中 ��� 22761（8番人気）
3連単票数 計1530750 的中 ��� 5790（47番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．3―12．2―12．2―12．2―12．5―12．4―11．9―11．5―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．9―36．2―48．4―1：00．6―1：12．8―1：25．3―1：37．7―1：49．6―2：01．1―2：12．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポトマックリバー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2014．9．14 新潟3着

2012．3．17生 牡3芦 母 フロールデセレッソ 母母 フローリッドコート 6戦2勝 賞金 17，835，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



15033 6月13日 曇 良 （27東京3）第3日 第9競走 ��
��2，100�

は ち お う じ

八 王 子 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

814 キネオイーグル 牡4鹿 57 戸崎 圭太吉田 千津氏 高柳 瑞樹 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 512－ 42：12．2 3．4�

34 ロワジャルダン 牡4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 508＋102：12．3� 1．7�
58 オリオンザムーン 牡5栗 57 柴田 大知平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 510－ 22：12．93� 54．8�
22 ハーストイーグル 牡5鹿 57 勝浦 正樹髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 504－ 42：13．11	 17．9�
712 パッショネイトラン 牡3鹿 54 田辺 裕信米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 長谷部牧場 532－ 4 〃 アタマ 9．5	
57 
 ウェルウィッチア 牡6鹿 57 吉田 隼人塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B476－ 22：13．31� 101．2

813 ランブリングマン 牡5鹿 57 大野 拓弥スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 538＋ 82：13．4� 26．7�
33 メイショウサリマン 牡7栗 57 田中 博康松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 490－ 2 〃 アタマ 200．7�
610 マ ル マ ロ ス 牡5芦 57 三浦 皇成ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B520＋ 42：13．61� 25．8
11 アイアイエンデバー 牡6黒鹿57 西田雄一郎齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 B464± 0 〃 アタマ 65．7�
711 レッドエンブレム 牡5黒鹿57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 502－ 42：13．81	 56．0�
45 エリーフェアリー 牝4鹿 55 津村 明秀谷川 正純氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋ 62：14．11� 14．5�
69 デルマカマイタチ 牡5黒鹿57 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B490＋ 62：14．42 202．3�
46 ブライトジェム 牡7栗 57 長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 待兼牧場 496± 02：14．5クビ 357．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，947，800円 複勝： 71，927，200円 枠連： 26，728，200円
馬連： 125，789，500円 馬単： 70，740，900円 ワイド： 51，369，000円
3連複： 136，002，700円 3連単： 274，840，700円 計： 795，346，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 110円 � 440円 枠 連（3－8） 190円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 140円 �� 1，360円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 10，050円

票 数

単勝票数 計 379478 的中 � 89272（2番人気）
複勝票数 計 719272 的中 � 115122（2番人気）� 388652（1番人気）� 14674（8番人気）
枠連票数 計 267282 的中 （3－8） 104895（1番人気）
馬連票数 計1257895 的中 �� 451788（1番人気）
馬単票数 計 707409 的中 �� 77376（2番人気）
ワイド票数 計 513690 的中 �� 140527（1番人気）�� 7132（16番人気）�� 11198（11番人気）
3連複票数 計1360027 的中 ��� 42937（6番人気）
3連単票数 計2748407 的中 ��� 19815（25番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．8―12．7―12．8―13．2―12．8―12．4―12．0―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．2―31．0―43．7―56．5―1：09．7―1：22．5―1：34．9―1：46．9―1：59．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオイーグル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 モ ガ ミ デビュー 2014．7．6 福島12着

2011．1．12生 牡4鹿 母 ブゼンキャンドル 母母 ブゼンスワン 8戦4勝 賞金 41，354，000円

15034 6月13日 曇 良 （27東京3）第3日 第10競走 ��
��1，600�

え しま

江 の 島 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

55 サ ン グ ラ ス 牡4青鹿57 北村 宏司玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B500＋ 61：34．0 11．1�
33 レッドオリヴィア 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 430－ 4 〃 クビ 2．7�
67 トーセンターキー 牡5黒鹿57 C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド 492± 01：34．21� 4．3�
811 ヘイジームーン 牝4黒鹿55 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：34．41� 2．8�
810 コスモミレネール 牝6鹿 55 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 2 〃 クビ 48．3

22 クラウンレガーロ 牡5栗 57 蛯名 正義�クラウン 天間 昭一 新冠 大栄牧場 470± 01：34．5クビ 19．5�
44 ベストドリーム 牡4鹿 57 柴田 善臣堀口 晴男氏 谷原 義明 日高 日西牧場 460－ 21：34．6	 9．0�
66 マイネルコランダム 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 476－ 61：34．92 73．6
79 プリンセスカママル 牝5鹿 55 内田 博幸 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 アタマ 100．3�
11 ザ ラ ス ト ロ 牡5鹿 57 江田 照男髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 480± 01：35．0
 105．6�
78 トーセンワープ 牡5鹿 57 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 448＋ 41：35．95 121．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 61，509，500円 複勝： 65，605，900円 枠連： 24，514，400円
馬連： 148，527，600円 馬単： 76，730，700円 ワイド： 57，066，900円
3連複： 157，908，900円 3連単： 318，614，900円 計： 910，478，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 290円 � 140円 � 150円 枠 連（3－5） 1，390円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 650円 �� 820円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 13，730円

票 数

単勝票数 計 615095 的中 � 44292（5番人気）
複勝票数 計 656059 的中 � 43975（5番人気）� 144217（2番人気）� 117731（3番人気）
枠連票数 計 245144 的中 （3－5） 13590（6番人気）
馬連票数 計1485276 的中 �� 76091（6番人気）
馬単票数 計 767307 的中 �� 15281（14番人気）
ワイド票数 計 570669 的中 �� 21458（7番人気）�� 16508（9番人気）�� 56821（3番人気）
3連複票数 計1579089 的中 ��� 60056（6番人気）
3連単票数 計3186149 的中 ��� 16815（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．9―47．9―59．5―1：10．6―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン グ ラ ス �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．7．7 函館1着

2011．4．26生 牡4青鹿 母 ノッティングギャル 母母 ウェディングダイヤ 16戦4勝 賞金 46，706，000円



15035 6月13日 曇 良 （27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，26．6．14以降27．6．7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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

59 キョウエイアシュラ 牡8鹿 56 戸崎 圭太田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 476＋ 81：35．8 39．8�
714 ベルゲンクライ 牡5芦 55 吉田 豊大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム B464－101：35．9� 9．2�
816 アドマイヤロイヤル 牡8鹿 57．5 横山 典弘近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526－ 6 〃 クビ 10．9�
48 ナリタハリケーン 牡6鹿 53 田中 勝春�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：36．21� 27．3�
611 タイセイファントム 牡7鹿 56 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 458－ 2 〃 ハナ 68．1�
11 サトノプライマシー 	6鹿 55 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 526－ 81：36．3� 6．1	
815 サウンドトゥルー 	5栗 54 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476± 0 〃 ハナ 3．9

713 ピ ン ポ ン 牡5鹿 54 蛯名 正義小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 462± 01：36．4クビ 21．6�
12 メイケイペガスター 牡5青 56 津村 明秀名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 4 〃 クビ 5．9�
47 ワンダーコロアール 牡6黒鹿55 柴田 大知山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 478＋ 61：36．61
 14．3
36 ダノンカモン 牡9黒鹿57．5 柴山 雄一�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 520－ 81：36．7� 45．6�
510 ジョヴァンニ 牡6栗 55 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510± 01：36．8� 4．8�
23 アスコットシチー 牡6栗 53 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 474± 0 〃 クビ 116．0�
35 サンライズブレット 牡7栗 54 三浦 皇成松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 490± 01：37．33 63．3�
612 シンキングマシーン 	6黒鹿53 江田 照男佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 498± 01：37．62 55．0�
24 クラシカルノヴァ 牡7黒鹿54 吉田 隼人岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 B480± 01：39．19 329．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，450，200円 複勝： 139，191，600円 枠連： 93，433，300円
馬連： 344，783，400円 馬単： 143，016，800円 ワイド： 143，666，800円
3連複： 466，561，800円 3連単： 690，812，400円 計： 2，108，916，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，980円 複 勝 � 1，060円 � 330円 � 330円 枠 連（5－7） 1，710円

馬 連 �� 22，520円 馬 単 �� 53，170円

ワ イ ド �� 6，250円 �� 4，970円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 61，770円 3 連 単 ��� 535，650円

票 数

単勝票数 計 874502 的中 � 17561（10番人気）
複勝票数 計1391916 的中 � 30450（10番人気）� 119410（5番人気）� 118992（6番人気）
枠連票数 計 934333 的中 （5－7） 42317（8番人気）
馬連票数 計3447834 的中 �� 11865（59番人気）
馬単票数 計1430168 的中 �� 2017（120番人気）
ワイド票数 計1436668 的中 �� 5869（61番人気）�� 7391（55番人気）�� 20945（21番人気）
3連複票数 計4665618 的中 ��� 5664（168番人気）
3連単票数 計6908124 的中 ��� 935（1189番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．1―47．1―59．4―1：11．4―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイアシュラ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2009．7．5 札幌1着

2007．1．24生 牡8鹿 母 サンシャワーキッス 母母 ミルレーサー 48戦5勝 賞金 142，582，000円
［他本会外：2戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）19頭 アサクサポイント号・アミカブルナンバー号・エアウルフ号・キズマ号・サウンドリアーナ号・

セイカプリコーン号・ツクバコガネオー号・デザートオアシス号・ドレッドノート号・ナリタスーパーワン号・
ネオザウイナー号・ヒメサクラ号・ヒュウマ号・ヒラボクマジック号・プリムラブルガリス号・
ホーカーテンペスト号・メイショウヤタロウ号・レオアクティブ号・ロングロウ号

15036 6月13日 曇 良 （27東京3）第3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

48 � エ ル ゴ レ ア 牝4鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 470－ 61：21．7 5．6�
714 エスユーハリケーン 	5鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 472± 01：21．8
 4．8�
36 ダノンビーナス 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 432＋121：22．01� 9．5�
612� シークレットベース 牝7鹿 55 丸山 元気山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 444－ 4 〃 クビ 6．0�
12 カシノレント 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 B502＋ 41：22．1クビ 149．5	
24 アラマサクロフネ 牝4鹿 55 吉田 隼人�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 500＋ 61：22．2� 79．9

715� フィフスセント 牝5青鹿55 内田 博幸下河�行雄氏 金成 貴史 日高 下河辺牧場 468＋ 8 〃 ハナ 14．8�
611� マンハッタンヘンジ 牡4黒鹿57 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 504－231：22．3クビ 10．3
35 ラ ミ ー ロ 牡3栗 54 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 462＋101：22．4� 44．5�
713 ブルーヴァルキリー 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也 �ブルーマネジメント黒岩 陽一 浦河 大島牧場 442± 01：22．5� 20．2�
59 ダイワソフィー 牝4芦 55 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 7．4�
816 トーセンジャステス 牡5鹿 57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 528－ 81：22．71� 10．5�
47 イタリアンフェッテ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 412＋ 31：23．12� 31．9�
510 ウエスタンニンジャ 牡4栗 57 江田 照男西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 468± 01：23．2
 53．8�
817� ウエスタンパレス 牡5鹿 57 丸田 恭介 �ウエスタンファーム 和田 雄二 米 Dr. Masa-

take Iida 578＋121：23．3� 48．6�
818 マンドレイク 牡5黒鹿57 大野 拓弥�ターフ・スポート小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 484－22 〃 クビ 51．7�
11 � カシノシュウセイ 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 三石川上牧場 522＋ 41：23．4
 97．6�
23 クリノイザナミ 牝4青 55 松岡 正海栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 420± 01：23．71
 75．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，440，900円 複勝： 73，122，000円 枠連： 52，024，800円
馬連： 170，101，400円 馬単： 72，077，700円 ワイド： 82，801，600円
3連複： 216，973，600円 3連単： 311，806，600円 計： 1，033，348，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 160円 � 260円 枠 連（4－7） 730円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 610円 �� 910円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 18，590円

票 数

単勝票数 計 544409 的中 � 76750（2番人気）
複勝票数 計 731220 的中 � 84593（3番人気）� 139042（1番人気）� 64118（5番人気）
枠連票数 計 520248 的中 （4－7） 55129（2番人気）
馬連票数 計1701014 的中 �� 89055（2番人気）
馬単票数 計 720777 的中 �� 18422（4番人気）
ワイド票数 計 828016 的中 �� 35921（2番人気）�� 23013（6番人気）�� 23576（5番人気）
3連複票数 計2169736 的中 ��� 39932（7番人気）
3連単票数 計3118066 的中 ��� 12159（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．3―47．1―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―3F34．6
3 6，11（2，8，17）（3，4，16）9（14，18）12（10，15）－（7，5）13，1 4 6，11（2，8）（4，17）（3，16）9（14，18）12（10，5，15）－（7，13）1

勝馬の
紹 介

�エ ル ゴ レ ア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Grape Tree Road

2011．4．17生 牝4鹿 母 ゴ レ ラ 母母 Exciting Times 7戦1勝 賞金 11，880，000円
初出走 JRA

※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） 2頭 ディアポジション号・ミュゼリトルガール号
（非抽選馬） 2頭 ケイリンボス号・セカイノカナ号



（27東京3）第3日 6月13日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 183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

201，750，000円
6，000，000円
1，280，000円
18，120，000円
71，772，000円
5，514，600円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
488，221，400円
692，523，300円
346，541，500円
1，341，287，100円
655，444，400円
638，206，300円
1，677，254，300円
2，565，024，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，404，502，600円

総入場人員 24，538名 （有料入場人員 22，764名）
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