
14073 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

88 スズカダブル 牡2栗 54 D．レーン 永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 482－ 61：34．8 1．3�
（豪）

33 スティルディマーレ 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B502－ 61：35．33 4．1�
66 トーセンサウダージ 牡2鹿 54 木幡 巧也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－ 21：35．4クビ 17．0�
55 シルバーダイヤ 牝2黒鹿54 柴田 善臣 Ninomiyaジャパン

レーシング 小野 次郎 新ひだか 土田農場 450± 01：36．35 10．3�
77 キタノマルティス 牝2栗 54 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新ひだか 斉藤スタッド 424－ 21：36．41 140．2	
89 ラブリージュビリー 牝2鹿 54 M．デムーロ�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 佐竹 学 434－ 21：36．5クビ 41．0

22 ユイノオトコヤマ 牡2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 450－ 81：36．71� 24．8�
11 フェスティヴチャン 牝2黒鹿54 野中悠太郎臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 462－ 41：37．12� 102．9�
44 ハチミツプリン 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 432＋ 41：38．05 88．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 46，118，400円 複勝： 156，472，100円 枠連： 7，565，400円
馬連： 44，420，600円 馬単： 39，907，700円 ワイド： 43，703，400円
3連複： 64，949，300円 3連単： 165，284，600円 計： 568，421，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 110円 � 150円 枠 連（3－8） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 130円 �� 230円 �� 430円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 1，300円

票 数

単勝票数 計 461184 的中 � 271058（1番人気）
複勝票数 計1564721 的中 � 1283655（1番人気）� 98544（2番人気）� 48023（4番人気）
枠連票数 計 75654 的中 （3－8） 24359（1番人気）
馬連票数 計 444206 的中 �� 142427（1番人気）
馬単票数 計 399077 的中 �� 99660（1番人気）
ワイド票数 計 437034 的中 �� 111940（1番人気）�� 42543（3番人気）�� 18983（6番人気）
3連複票数 計 649493 的中 ��� 78762（2番人気）
3連単票数 計1652846 的中 ��� 91706（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―11．7―11．8―11．3―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．5―47．2―59．0―1：10．3―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカダブル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ジャイアントレッカー デビュー 2022．6．4 中京2着

2020．3．16生 牡2栗 母 ダブルファンタジー 母母 ガーデンローズ 2戦1勝 賞金 8，000，000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。

14074 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第2競走 1，300�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

23 キュートハイカー 牝3青鹿54 津村 明秀 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 日高 豊洋牧場 408＋ 21：17．8 47．3�

47 ダレモトメラレナイ 牝3鹿 54 三浦 皇成�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 476＋ 61：18．0� 5．7�
11 モントブレッチア 牝3黒鹿54 戸崎 圭太藤澤眞佐子氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 442± 01：18．32 2．9�
24 ヤマトカチドキ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 タバタファーム 466－ 21：18．4� 13．6�
35 カ リ カ 牝3芦 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 小西 一男 むかわ 平岡牧場 478± 01：18．61� 10．5�
59 レ ヴ ォ ル ト 牡3黒鹿56 丸田 恭介	ターフ・スポート青木 孝文 新ひだか 坂本 智広 B492＋ 2 〃 クビ 30．1

713 オルロージュ 牡3芦 56 M．デムーロ�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 446＋ 21：18．8� 30．5�
816 ハピネスガッサン 牝3栗 54 武藤 雅西村 專次氏 田島 俊明 浦河 中脇 満 424＋ 41：19．01� 9．4�
612 トラストベル 牝3栗 54 石川裕紀人菅波立知子氏 田村 康仁 新冠 有限会社 大

作ステーブル 442－ 2 〃 � 57．6
48 スウィートナー 牝3鹿 54 菊沢 一樹	大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 490－141：19．31� 8．5�
714 ゲ キ ザ ル 牡3芦 56 内田 博幸橘 倍男氏 青木 孝文 日高 広富牧場 460＋ 31：19．72� 25．2�
12 ロータスペトル 牡3鹿 56 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 468－ 61：19．91 9．5�
510 デルマベルセブブ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 480＋ 4 〃 クビ 50．0�
611 サンブルッキングズ 牡3鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 笹地牧場 478－ 61：20．1� 14．3�
815 スローテキーラ 牝3青鹿54 野中悠太郎吉田 千津氏 西田雄一郎 千歳 社台ファーム 460＋ 41：20．42 209．9�
36 パ ラ ス 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵武田 茂男氏 辻 哲英 浦河 中神牧場 434－ 81：21．99 217．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，077，200円 複勝： 69，191，100円 枠連： 20，174，500円
馬連： 71，829，400円 馬単： 30，311，600円 ワイド： 78，012，400円
3連複： 125，316，900円 3連単： 111，396，700円 計： 548，309，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，730円 複 勝 � 850円 � 210円 � 150円 枠 連（2－4） 2，390円

馬 連 �� 15，110円 馬 単 �� 39，060円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 2，510円 �� 520円

3 連 複 ��� 15，300円 3 連 単 ��� 197，940円

票 数

単勝票数 計 420772 的中 � 7113（12番人気）
複勝票数 計 691911 的中 � 14854（12番人気）� 87574（2番人気）� 157545（1番人気）
枠連票数 計 201745 的中 （2－4） 6527（11番人気）
馬連票数 計 718294 的中 �� 3684（53番人気）
馬単票数 計 303116 的中 �� 582（124番人気）
ワイド票数 計 780124 的中 �� 5074（51番人気）�� 7701（32番人気）�� 41858（1番人気）
3連複票数 計1253169 的中 ��� 6141（52番人気）
3連単票数 計1113967 的中 ��� 408（681番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．6―11．9―12．1―11．9―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キュートハイカー �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2021．10．17 東京2着

2019．3．28生 牝3青鹿 母 キュートガール 母母 エ ト レ ー ヌ 6戦1勝 賞金 9，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 パラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月25日まで平地競走に出走
できない。

第３回 東京競馬 第７日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



14075 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第3競走 1，600�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

612 リュウノブレイク �3栗 56 丸田 恭介蓑島 竜一氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 482＋ 41：38．1 2．8�
611 ガ ス ト ン �3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：38．52 84．0�
23 コパノカールトン 牡3栗 56 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 伊藤 敏明 536－ 6 〃 クビ 8．4�
35 クリスタルウエイ 牡3栗 56 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 478＋ 81：38．71 3．0�
59 フォレスタブル 牡3鹿 56 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 青森 清水 貞信 500＋ 4 〃 アタマ 11．5�
510 デルマサラマンダー 牡3栗 56 原田 和真浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 468－ 41：38．8� 21．2�
713 ラ ー ル ブ ル 牡3黒鹿56 内田 博幸 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B486－ 21：38．9クビ 16．7

47 アントウェルペン 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵堀 祥子氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 474＋ 21：39．0� 15．5�
48 グートアウス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス	 奥村 武 日高 白井牧場 B476－ 21：39．21� 26．0�
36 ペイシャガルボ 牡3青鹿56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 474－121：39．51� 53．9
815 アレグロヴィーヴォ �3青鹿56 岩部 純二堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 480－ 41：40．35 69．5�
12 レッドカロス 牡3鹿 56

53 ▲原 優介 	東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 516－ 21：40．72� 208．4�
24 フェスティヴベッラ 牝3栗 54 菊沢 一樹臼井義太郎氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 B456－ 21：41．22� 241．2�
714 ペイシャガン 牡3鹿 56 木幡 巧也北所 直人氏 松永 康利 新冠 隆栄牧場 518＋221：41．3� 115．2�
11 スノーホルンロード �3芦 56 石川裕紀人嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 490－ 41：41．61� 11．6�
816 シ ゲ ル ト ラ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 中野 栄治 新冠 大林ファーム 514－ 61：42．55 106．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，161，700円 複勝： 62，459，400円 枠連： 15，013，200円
馬連： 67，578，000円 馬単： 30，028，000円 ワイド： 67，735，100円
3連複： 107，032，800円 3連単： 107，472，600円 計： 498，480，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 1，520円 � 290円 枠 連（6－6） 11，120円

馬 連 �� 11，680円 馬 単 �� 15，990円

ワ イ ド �� 3，580円 �� 530円 �� 10，670円

3 連 複 ��� 27，990円 3 連 単 ��� 128，360円

票 数

単勝票数 計 411617 的中 � 115683（1番人気）
複勝票数 計 624594 的中 � 167999（1番人気）� 7385（12番人気）� 50302（3番人気）
枠連票数 計 150132 的中 （6－6） 1046（27番人気）
馬連票数 計 675780 的中 �� 4483（29番人気）
馬単票数 計 300280 的中 �� 1408（46番人気）
ワイド票数 計 677351 的中 �� 4677（34番人気）�� 35976（3番人気）�� 1549（61番人気）
3連複票数 計1070328 的中 ��� 2867（70番人気）
3連単票数 計1074726 的中 ��� 607（332番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．4―12．7―12．7―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―47．6―1：00．3―1：13．0―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リュウノブレイク �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2021．6．27 東京2着

2019．4．30生 �3栗 母 エンパイアブレイク 母母 トレンドハンター 9戦1勝 賞金 16，270，000円
〔制裁〕 リュウノブレイク号の調教師宗像義忠は，最後の直線コースで同馬の折り返し手綱の留め金具が外れたことについて過怠

金30，000円。
〔3走成績による出走制限〕 レッドカロス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月25日まで平地競走に出走できない。

14076 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第4競走 2，100�3歳未勝利
発走11時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

24 コウユーパパニニテ 牡3栗 56 吉田 豊加治屋貞光氏 辻 哲英 新冠 海馬沢 明 520－ 22：12．7 10．2�
59 ベイビールビオ 牡3栗 56 田辺 裕信大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 492＋ 62：12．91� 3．2�
816 ウインヴェルデ 牡3黒鹿56 津村 明秀�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム B474± 02：13．22 9．8�
11 ニシノレジスタンス 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478＋ 22：13．52 139．9�
23 インペリアルライン �3栗 56 木幡 巧也 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム B454± 02：13．6クビ 5．4	
612 フォアランナー 牡3栗 56 菅原 明良 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 512± 02：13．92 4．0

36 サンブルーミントン 牡3黒鹿56 松岡 正海 �加藤ステーブル 深山 雅史 日高 株式会社

ケイズ 452＋ 22：14．11� 143．1�
510 アスクレッドスター 牡3青鹿56 三浦 皇成廣崎利洋HD� 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 B474－ 62：14．2クビ 25．1�
47 チャコワールド 牡3黒鹿56 江田 照男中島 俊房氏 �島 一歩 新ひだか 加野牧場 428＋ 22：14．62� 89．0
12 タイガーキャット 牡3芦 56 菊沢 一樹山本 茂氏 鈴木 伸尋 新冠 村本牧場 484－ 32：15．55 78．1�
48 ディープギルドン 牡3鹿 56 武藤 雅深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 520＋ 62：15．71� 86．9�
815 ゴールデンベッセル 牡3栗 56 石川裕紀人岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 金舛 幸夫 B522± 02：15．8� 10．8�
35 ソニックバローズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 62：16．43� 12．9�
713 サトノクラージュ 牡3栗 56 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494－102：16．82� 19．8�
714 メノーグラジオラス 牡3黒鹿56 嶋田 純次清進電設� 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 B478± 0 〃 クビ 203．1�

（15頭）
611 ローゼンヴォルフ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵宮田 大三氏 黒岩 陽一 新ひだか フジワラフアーム B520＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 40，606，900円 複勝： 58，121，000円 枠連： 16，453，500円
馬連： 63，301，700円 馬単： 27，495，200円 ワイド： 61，857，100円
3連複： 96，470，200円 3連単： 95，823，200円 計： 460，128，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 320円 � 160円 � 410円 枠 連（2－5） 480円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，190円 �� 800円

3 連 複 ��� 6，560円 3 連 単 ��� 57，460円

票 数

単勝票数 差引計 406069（返還計 2435） 的中 � 31565（5番人気）
複勝票数 差引計 581210（返還計 5174） 的中 � 41511（5番人気）� 121830（1番人気）� 30602（7番人気）
枠連票数 差引計 164535（返還計 953） 的中 （2－5） 26101（1番人気）
馬連票数 差引計 633017（返還計 15104） 的中 �� 26994（5番人気）
馬単票数 差引計 274952（返還計 6804） 的中 �� 4010（21番人気）
ワイド票数 差引計 618571（返還計 18290） 的中 �� 21593（6番人気）�� 6946（26番人気）�� 20178（7番人気）
3連複票数 差引計 964702（返還計 44263） 的中 ��� 11022（19番人気）
3連単票数 差引計 958232（返還計 41313） 的中 ��� 1209（185番人気）

ハロンタイム 7．2―11．7―12．6―12．6―12．5―12．4―12．2―12．2―12．8―12．9―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．9―31．5―44．1―56．6―1：09．0―1：21．2―1：33．4―1：46．2―1：59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

コウユーパパニニテ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．4．16 中山9着

2019．4．22生 牡3栗 母 ゴールドオアシス 母母 ヴェルシエンカ 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔競走除外〕 ローゼンヴォルフ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔発走状況〕 ゴールデンベッセル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ソニックバローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



14077 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時25分 （芝・左）

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
1：44．5
1：44．5

良
良

47 シャンドゥレール 牡2鹿 54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500 ―1：50．0 3．5�
24 エバーハピネス 牝2鹿 54 吉田 豊宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 462 ―1：50．31� 9．6�
815 マイネルビジョン 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―1：50．72� 7．0�
612 レッドディライト 牡2鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514 ―1：51．12� 2．7�
714 レジーナヌーボ 牝2黒鹿54 杉原 誠人永山 勝敏氏 武市 康男 新ひだか 本桐牧場 426 ―1：51．52� 203．8�
12 キーチキング 牡2鹿 54 菅原 隆一山本 益臣氏 小手川 準 新ひだか グランド牧場 454 ― 〃 クビ 162．6	
816 フェスティヴラジャ 牝2黒鹿54 菊沢 一樹臼井義太郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 450 ―1：52．03 29．6

35 プリヴィエレジェ 牡2青鹿54 武藤 雅落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 464 ― 〃 クビ 44．2�
36 グランラウディー 牡2鹿 54 菅原 明良小島 章義氏 黒岩 陽一 新冠 ハクレイファーム 496 ― 〃 ハナ 9．4�
23 シゲルマティアス 牡2栗 54

52 △永野 猛蔵森中 蕃氏 水野 貴広 安平 追分ファーム 508 ―1：52．1クビ 59．9
510 カリビアンジョー 牡2鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 472 ―1：52．31� 26．9�
713 イ ロ ゴ ノ ミ 牡2鹿 54 津村 明秀内田 玄祥氏 牧田 和弥 平取 びらとり牧場 448 ―1：52．93� 112．7�
611 ニシノオールマイト 牡2栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 堀内 岳志 新冠 中山 高鹿康 466 ― 〃 クビ 129．7�
59 グランデボスコ 牡2黒鹿54 丸田 恭介大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 448 ―1：53．96 81．3�
11 ベストエフォート 牡2黒鹿54 戸崎 圭太�田 昌久氏 平田 修 千歳 社台ファーム 466 ―1：56．0大差 24．8�
48 オ レ ゴ ノ ミ 牡2青 54

51 ▲小林 脩斗 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 田中 裕之 440 ―1：59．8大差 127．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 68，115，200円 複勝： 66，295，700円 枠連： 14，520，900円
馬連： 72，316，100円 馬単： 34，493，400円 ワイド： 64，571，100円
3連複： 108，044，200円 3連単： 114，134，000円 計： 542，490，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 260円 � 190円 枠 連（2－4） 1，360円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 580円 �� 520円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 11，270円

票 数

単勝票数 計 681152 的中 � 160839（2番人気）
複勝票数 計 662957 的中 � 128304（2番人気）� 56528（5番人気）� 91723（3番人気）
枠連票数 計 145209 的中 （2－4） 8255（7番人気）
馬連票数 計 723161 的中 �� 36256（5番人気）
馬単票数 計 344934 的中 �� 10301（7番人気）
ワイド票数 計 645711 的中 �� 28907（6番人気）�� 32877（4番人気）�� 20537（8番人気）
3連複票数 計1080442 的中 ��� 31854（5番人気）
3連単票数 計1141340 的中 ��� 7339（21番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―12．3―12．9―12．6―12．1―11．8―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―37．7―50．6―1：03．2―1：15．3―1：27．1―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャンドゥレール �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Quality Road 初出走

2020．2．2生 牡2鹿 母 マジェスティッククオリティ 母母 She Nuit All 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベストエフォート号・オレゴノミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月25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。
（非当選馬） 4頭 コロンビアテソーロ号・シーウィザード号・トーセンドリフト号・ブラストウェーブ号

14078 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時55分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

36 カーペンタリア 牝3鹿 54 D．レーン �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋201：33．6 2．0�
（豪）

611 セキテイオー 牡3青鹿56 M．デムーロ杉山 元洋氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 468－ 41：34．02 2．4�

12 コスモエクスプレス 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ハシモトフアーム 466＋ 21：34．21� 22．6�
816 スカイコップス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472－ 81：34．41� 12．4�
612 ピアツァサンマルコ 牝3鹿 54 武士沢友治�G1レーシング 小手川 準 千歳 社台ファーム 446± 01：34．61� 34．3	
510 エコロブレーヴ 牡3栗 56 石川裕紀人原村 正紀氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－12 〃 クビ 14．9

815 ヤマニンエピュレ 牝3黒鹿54 丸田 恭介土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 440＋ 41：34．7� 46．4�
59 トゥルーブルー 牡3黒鹿56 木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 株式会社

安達牧場 422－ 61：35．23 321．2�
714 アローマンシュ 牡3青鹿56 田辺 裕信�イージス 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 458－ 81：35．3� 50．5
713 ライトウェイ 牡3黒鹿56 津村 明秀畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 454＋ 41：35．4クビ 116．1�
24 ガ リ ン シ ャ 牡3栗 56

53 ▲佐々木大輔渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 B438＋ 4 〃 クビ 305．6�
35 カガギムレット 牡3鹿 56 菊沢 一樹香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 西村牧場 434＋ 8 〃 同着 210．5�
23 ルグランブルー 牝3鹿 54 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 アタマ 40．4�
11 ゴールドルパン 牡3栗 56 原田 和真田畑 利彦氏 堀内 岳志 新ひだか グランド牧場 470＋ 61：35．93 144．3�
48 ア リ ビ オ 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵本間 充氏 相沢 郁 日高 本間牧場 430－ 61：36．0� 74．4�
47 パ ー チ ル 牝3鹿 54 菅原 明良飯田 正剛氏 宮田 敬介 新ひだか 千代田牧場 434＋101：37．17 102．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，761，800円 複勝： 71，294，400円 枠連： 14，064，700円
馬連： 68，023，000円 馬単： 36，125，400円 ワイド： 71，910，400円
3連複： 107，461，500円 3連単： 134，405，500円 計： 556，046，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（3－6） 240円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 140円 �� 570円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 2，860円

票 数

単勝票数 計 527618 的中 � 211047（1番人気）
複勝票数 計 712944 的中 � 170954（2番人気）� 267866（1番人気）� 42255（5番人気）
枠連票数 計 140647 的中 （3－6） 44263（1番人気）
馬連票数 計 680230 的中 �� 227087（1番人気）
馬単票数 計 361254 的中 �� 70005（1番人気）
ワイド票数 計 719104 的中 �� 187849（1番人気）�� 24473（7番人気）�� 36930（4番人気）
3連複票数 計1074615 的中 ��� 79653（3番人気）
3連単票数 計1344055 的中 ��� 34006（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．1―58．8―1：10．0―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カーペンタリア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2021．11．7 東京3着

2019．5．22生 牝3鹿 母 モ シ ー ン 母母 Sumehra 2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 グレートイースタン号・ヒメゴゼン号・ライブインステラ号
※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。



14079 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

23 マウントベル 牝3栗 52 菅原 明良長谷川祐司氏 加藤 征弘 新ひだか チャンピオンズファーム 494± 01：36．2 4．7�
11 アーレンダール 牝3栗 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：36．62� 3．9�
12 プリーチトヤーン 牝3鹿 52 内田 博幸髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 478＋101：36．7� 43．3�
47 ベ ル カ ノ ア 牝3栗 52 武藤 雅子安 裕樹氏 武藤 善則 平取 清水牧場 456－ 21：36．9� 24．9�
713 ジェイエルエース 牝3栗 52 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 484＋ 81：37．54 21．5�
48 リンクスルーファス 牝3鹿 52 津村 明秀 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 498－ 41：37．81� 2．4	
714 エヴァジョーネ 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �社台レースホース堀内 岳志 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 アタマ 39．7

59 アラカザーム 牝4栗 55

52 ▲原 優介小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 458－ 2 〃 ハナ 43．0�
24 フ ィ ー カ 牝3鹿 52 石川裕紀人�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 486± 01：37．9� 80．1�
612 イ シ ュ タ ル 牝4鹿 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 534＋101：38．32� 61．1
36 カブラヤジョウ 牝3鹿 52

49 ▲小林 脩斗河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 450－ 6 〃 クビ 108．6�
510 スイーツビュッフェ 牝6鹿 55 田中 勝春 �YGGホースクラブ 西田雄一郎 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 21：38．4� 50．5�
815 ラ ラ ラ ン ド 牝3黒鹿 52

50 △永野 猛蔵椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 442－121：39．25 9．4�
611 シーオブドリームス 牝4青鹿55 田辺 裕信�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482－ 41：39．62� 23．8�
35 エ ル メ ー ム 牝5鹿 55 江田 照男�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 482＋ 81：39．7� 242．9�
816� インディナート 牝4黒鹿55 松岡 正海 KAJIMOTOホー

ルディングス� 堀内 岳志 新ひだか タガミファーム 448－ 4 （競走中止） 108．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，499，900円 複勝： 66，526，200円 枠連： 18，942，500円
馬連： 84，638，400円 馬単： 35，569，100円 ワイド： 78，557，900円
3連複： 130，685，700円 3連単： 140，371，500円 計： 607，791，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 170円 � 700円 枠 連（1－2） 710円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，010円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 34，230円

票 数

単勝票数 計 524999 的中 � 89322（3番人気）
複勝票数 計 665262 的中 � 101838（3番人気）� 117502（2番人気）� 18164（11番人気）
枠連票数 計 189425 的中 （1－2） 20574（3番人気）
馬連票数 計 846384 的中 �� 70911（3番人気）
馬単票数 計 355691 的中 �� 12319（6番人気）
ワイド票数 計 785579 的中 �� 49356（3番人気）�� 9569（20番人気）�� 9501（21番人気）
3連複票数 計1306857 的中 ��� 11724（25番人気）
3連単票数 計1403715 的中 ��� 2973（102番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―12．0―12．4―12．3―12．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．9―47．3―59．6―1：11．6―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マウントベル �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．7．24 新潟8着

2019．2．9生 牝3栗 母 ワイメアビーチ 母母 リキマドレード 5戦2勝 賞金 15，800，000円
〔競走中止〕 インディナート号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アテンフェアリー号・メテオダヴリル号
（非抽選馬） 1頭 ラッキーミーティア号

14080 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第8競走 ��3，110�第24回東京ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード3：24．8良

11 ケイティクレバー 牡7鹿 60 上野 翔瀧本 和義氏 清水 英克 千歳 社台ファーム 460－ 23：26．2 34．8�
79 ホッコーメヴィウス �6鹿 60 黒岩 悠北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 468＋ 43：27．26 8．9�
55 エイシンクリック 牡8鹿 61 西谷 誠�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 476－ 2 〃 ハナ 1．8�
44 ゼノヴァース 牡5鹿 60 森 一馬�フクキタル 小林 真也 新冠 パカパカ

ファーム 458－ 4 〃 アタマ 4．2�
33 マイネルヴァッサー 牡9鹿 60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 43：27．52 36．1�
67 タイキフロリゼル 牡4芦 60 北沢 伸也	大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 486＋ 43：27．71� 12．7

22 エコロドリーム 牡6栗 60 五十嵐雄祐原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 484± 03：27．8� 15．9�
710 マ リ オ 牡7鹿 60 平沢 健治サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 508＋ 23：27．91 40．3�
56 マイサンシャイン 牡6栗 60 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 484＋ 63：28．21� 26．9
811 テーオーソクラテス 牡5鹿 60 小坂 忠士小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 454＋ 43：28．3	 74．8�
812 クラウンディバイダ �9黒鹿60 伴 啓太�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 466＋ 23：30．2大差 88．5�
68 ノストラダムス 牡7鹿 60 植野 貴也岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 486－ 63：38．7大差 11．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，642，300円 複勝： 73，082，200円 枠連： 19，998，400円
馬連： 95，825，700円 馬単： 53，710，800円 ワイド： 90，559，500円
3連複： 195，917，100円 3連単： 272，930，700円 計： 868，666，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，480円 複 勝 � 520円 � 190円 � 110円 枠 連（1－7） 8，030円

馬 連 �� 9，820円 馬 単 �� 27，340円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 1，380円 �� 420円

3 連 複 ��� 7，740円 3 連 単 ��� 94，180円

票 数

単勝票数 計 666423 的中 � 15290（8番人気）
複勝票数 計 730822 的中 � 21918（9番人気）� 84664（3番人気）� 254472（1番人気）
枠連票数 計 199984 的中 （1－7） 1930（24番人気）
馬連票数 計 958257 的中 �� 7558（28番人気）
馬単票数 計 537108 的中 �� 1473（65番人気）
ワイド票数 計 905595 的中 �� 9205（27番人気）�� 16175（17番人気）�� 60456（2番人気）
3連複票数 計1959171 的中 ��� 18967（28番人気）
3連単票数 計2729307 的中 ��� 2101（272番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 52．3－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケイティクレバー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．9．10 阪神3着

2015．4．20生 牡7鹿 母 モルトフェリーチェ 母母 レンドフェリーチェ 障害：10戦4勝 賞金 87，890，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ホッコーメヴィウス号の騎手黒岩悠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



14081 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第9競走 1，400�
き よ さ と

清 里 特 別
発走14時35分 （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 ウインアキレウス 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 41：22．6 5．5�
713 レ オ ノ ー レ 牝3黒鹿52 川田 将雅前田 幸大氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋141：23．34 1．8�
714 ゼンカイテン 牡3芦 54 M．デムーロ川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 462－ 41：23．51� 11．8�
611 フォーヴィスム 牡4栗 57 内田 博幸 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 524－ 4 〃 クビ 7．2�
23 ブリエヴェール 牡4青鹿57 武藤 雅 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 458－ 61：23．6� 142．4	
59 グランセノーテ 牡9栗 57 吉田 豊安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 538＋101：23．81� 307．1

47 � ルピナステソーロ 牝4栗 55 永野 猛蔵了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 熊本 ストームファーム
コーポレーション 464± 01：23．9� 145．2�

816 グアドループ 牡4栗 57 C．ルメール 平井 裕氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 544＋ 41：24．64 20．5�
510 プレイヤーズハイ 牡6黒鹿57 木幡 巧也藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 446－ 6 〃 アタマ 93．9
35 ヴァクストゥーム 牡5鹿 57 石川裕紀人 �ローレルレーシング 吉田 直弘 浦河 谷川牧場 466＋ 21：24．7� 62．1�
815 シセイタケル 牡7栗 57 江田 照男猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 480＋ 8 〃 クビ 269．0�
48 タイキラッシュ 牡5黒鹿57 三浦 皇成�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 512± 0 〃 アタマ 42．6�
12 ゲンパチマイティー 牡5鹿 57 D．レーン 平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B516＋ 41：24．8クビ 11．0�

（豪）

36 イサチルプリンス �4黒鹿57 菅原 明良小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 494＋ 81：24．9	 9．6�
612 レジリエンスブルー 牡5黒鹿57 丸田 恭介 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 B476＋ 21：26．17 168．1�

（15頭）
24 � スズカユース 牝6栗 55 原田 和真永井 啓弍氏 堀内 岳志 新ひだか グランド牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 68，574，700円 複勝： 104，778，800円 枠連： 25，775，300円
馬連： 111，796，900円 馬単： 55，021，800円 ワイド： 96，084，800円
3連複： 166，272，600円 3連単： 217，899，100円 計： 846，204，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 150円 � 110円 � 240円 枠 連（1－7） 330円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 280円 �� 830円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 11，310円

票 数

単勝票数 差引計 685747（返還計 746） 的中 � 99338（2番人気）
複勝票数 差引計1047788（返還計 1741） 的中 � 154008（2番人気）� 381315（1番人気）� 69732（6番人気）
枠連票数 差引計 257753（返還計 46） 的中 （1－7） 60433（1番人気）
馬連票数 差引計1117969（返還計 5658） 的中 �� 152192（1番人気）
馬単票数 差引計 550218（返還計 2520） 的中 �� 25018（7番人気）
ワイド票数 差引計 960848（返還計 5237） 的中 �� 97573（1番人気）�� 26492（11番人気）�� 58621（3番人気）
3連複票数 差引計1662726（返還計 16283） 的中 ��� 65612（3番人気）
3連単票数 差引計2178991（返還計 17303） 的中 ��� 13967（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．2―47．0―58．6―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインアキレウス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 コンデュイット デビュー 2020．12．19 阪神2着

2018．3．14生 牡4鹿 母 ウインアキレア 母母 コスモヴァレンチ 17戦3勝 賞金 50，995，000円
〔出走取消〕 スズカユース号は，疾病〔左眼瞼部挫創〕のため出走取消。
※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 アティード号・オレデイイノカ号・カネコメアサヒ号・ヒヤ号・ファーンヒル号
※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。

14082 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第10競走 ��1，600�
ひ の

日 野 特 別
発走15時10分 （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

24 ロードシュトローム 牡4鹿 57 内田 博幸 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 514＋161：36．4 20．5�
36 � アイリッシュセンス 牡4鹿 57 M．デムーロ KRジャパン 杉山 晴紀 米 Normandy

Farm LLC 482＋ 61：36．5� 3．3�
12 カセノダンサー 牝3栗 52 石川裕紀人平川 進氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 466－ 61：36．6� 12．2�
48 モリトユウブ 牡7鹿 57 吉田 豊吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 浦河 大北牧場 502－ 41：36．81� 324．9�
23 	 ターニングアップ 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 中本 隆志 468± 01：36．9クビ 71．1	
47 ストラテジーマップ 
5鹿 57 菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 クビ 66．8

59 フ ク ウ ン 牡4黒鹿57 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 462－ 61：37．0� 15．2�
612� ナイトフローリック 
4鹿 57 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 米 Woodford

Thoroughbreds 512＋ 2 〃 ハナ 6．5�
11 モズリッキー 牡3鹿 54 川田 将雅 �キャピタル・システム 上村 洋行 新ひだか 増本牧場 454－ 41：37．1� 2．7
35 グラスデスティーノ 牡5鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B476－ 21：37．2クビ 95．5�
815 バ ク シ ン 牡4鹿 57 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 ハナ 15．5�
713	 ナンヨーヴィヨレ 牡4鹿 57 江田 照男中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 456＋ 41：37．51� 192．5�
510 マイナーズライト 牡4鹿 57 永野 猛蔵吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 468＋ 21：37．71� 159．2�
714 コトブキアルニラム 牝4芦 55 丸田 恭介尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 452＋ 81：38．23 223．2�
611 ラナチャンス 牡4鹿 57 菅原 明良西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 472－ 2 〃 クビ 68．3�
816 ニシノアジャスト 牡4青鹿57 三浦 皇成西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B520－ 21：39．810 10．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，252，600円 複勝： 104，084，300円 枠連： 34，228，800円
馬連： 146，357，700円 馬単： 64，914，700円 ワイド： 127，056，900円
3連複： 223，603，400円 3連単： 258，600，600円 計： 1，041，099，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 580円 � 150円 � 300円 枠 連（2－3） 2，990円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 9，350円

ワ イ ド �� 700円 �� 4，090円 �� 780円

3 連 複 ��� 13，790円 3 連 単 ��� 97，900円

票 数

単勝票数 計 822526 的中 � 31977（8番人気）
複勝票数 計1040843 的中 � 36111（8番人気）� 231258（1番人気）� 83061（5番人気）
枠連票数 計 342288 的中 （2－3） 8869（11番人気）
馬連票数 計1463577 的中 �� 40038（12番人気）
馬単票数 計 649147 的中 �� 5204（31番人気）
ワイド票数 計1270569 的中 �� 48259（8番人気）�� 7539（39番人気）�� 43071（10番人気）
3連複票数 計2236034 的中 ��� 12157（43番人気）
3連単票数 計2586006 的中 ��� 1915（273番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．0―12．1―11．9―11．7―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．9―48．0―59．9―1：11．6―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードシュトローム �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．9．21 中京9着

2018．4．7生 牡4鹿 母 オーシュペール 母母 レディマーメイド 17戦3勝 賞金 36，525，000円
［他本会外：1戦0勝］



14083 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第11競走 ��
��2，000�

え しま

江の島ステークス
発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上
57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

66 トゥーフェイス 牡4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 488－ 21：57．7 8．5�
44 クロミナンス 牡5鹿 57 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 81：57．8� 13．6�
78 グランオフィシエ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 ハナ 4．8�
79 	 サトノセシル 牝6鹿 55 D．レーン �サトミホースカンパニー 堀 宣行 英 Faisal Meshrf

Alqahtani 470－ 41：58．11
 3．8�
（豪）

33 カレンルシェルブル 牡4鹿 57 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 502－ 21：58．2� 3．5	
22 カーディナル 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 494－101：58．51� 5．0

811 アステロイドベルト �5鹿 57 菅原 明良 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B478－101：58．92
 41．4�
55 ラインハイト 牡5黒鹿57 津村 明秀 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B484－ 61：59．21
 98．0�
67 プレイイットサム 牡4芦 57 三浦 皇成ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 広富牧場 512－ 61：59．3� 28．0
810 ソルドラード �6鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 486－ 61：59．4クビ 27．5�
11 ヴィッテルスバッハ 牡6鹿 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 462－ 62：00．03
 106．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 132，662，600円 複勝： 173，515，100円 枠連： 52，760，200円
馬連： 295，818，500円 馬単： 115，192，100円 ワイド： 196，714，800円
3連複： 420，123，700円 3連単： 578，670，700円 計： 1，965，457，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 260円 � 330円 � 180円 枠 連（4－6） 5，740円

馬 連 �� 6，610円 馬 単 �� 14，240円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 630円 �� 890円

3 連 複 ��� 8，380円 3 連 単 ��� 65，770円

票 数

単勝票数 計1326626 的中 � 123659（5番人気）
複勝票数 計1735151 的中 � 168551（5番人気）� 121881（6番人気）� 298475（3番人気）
枠連票数 計 527602 的中 （4－6） 7122（15番人気）
馬連票数 計2958185 的中 �� 34661（22番人気）
馬単票数 計1151921 的中 �� 6066（44番人気）
ワイド票数 計1967148 的中 �� 25035（22番人気）�� 84153（9番人気）�� 57227（12番人気）
3連複票数 計4201237 的中 ��� 37572（31番人気）
3連単票数 計5786707 的中 ��� 6378（211番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―11．4―11．7―11．9―11．8―11．4―11．0―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．9―36．3―48．0―59．9―1：11．7―1：23．1―1：34．1―1：45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

トゥーフェイス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．6．6 東京9着

2018．2．26生 牡4鹿 母 マ ス ク オ フ 母母 ビハインドザマスク 14戦4勝 賞金 72，711，000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。

14084 6月25日 晴 良 （4東京3） 第7日 第12競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

36 シナモンスティック 牝3芦 52 柴田 大知 �ブルースターズファーム 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 21：20．6 12．6�
714 ラッキークローバー 牝3鹿 52

49 ▲原 優介 Him Rock Racing
ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 434－ 41：20．81 9．9�

48 セッタレダスト 牡3黒鹿54 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 浦河 北光牧場 488＋ 41：21．33 31．0�
713 ショウナンアメリア 牝3黒鹿52 菅原 明良国本 哲秀氏 奥村 武 日高 天羽牧場 438－161：21．62 29．3�
47 ラコンタール 牡3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 7．2	
24 ダイバリオン 牡3鹿 54 D．レーン �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 ハナ 2．8


（豪）

815 デルニエエトワール 牝5青鹿 55
53 △永野 猛蔵�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 486＋ 41：21．7クビ 43．2�
35 コスモノート 牡4鹿 57 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B518－ 41：21．91 7．7�
611 グ ラ ヴ ィ ル 牝4黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 496－201：22．11� 4．0
23 ゾディアックサイン �4青鹿57 津村 明秀 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 474－ 41：22．2� 22．9�
510 アムールマルルー 牝4黒鹿55 柴田 善臣村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 448－ 41：22．41� 103．2�
12 パスポートチェック 牡3栗 54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－121：22．72 30．7�
612 キョシンタンカイ 牡5黒鹿57 菊沢 一樹國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 516＋ 21：22．8� 133．2�
816 ユナイテッドハーツ 牡4鹿 57 丸田 恭介大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ 438＋ 61：23．0� 58．5�
59 � キテヤエヒメ 牝3青鹿52 宮崎 北斗山口 春夫氏 伊坂 重信 新冠 柏木 一則 422＋161：23．21� 292．3�

（15頭）
11 ア ラ ク レ 牝3黒鹿52 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 115，298，500円 複勝： 139，122，800円 枠連： 42，642，900円
馬連： 180，237，800円 馬単： 69，905，400円 ワイド： 167，487，300円
3連複： 256，256，400円 3連単： 285，898，100円 計： 1，256，849，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 320円 � 340円 � 660円 枠 連（3－7） 1，870円

馬 連 �� 4，980円 馬 単 �� 10，490円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 4，300円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 34，920円 3 連 単 ��� 212，150円

票 数

単勝票数 差引計1152985（返還計 46787） 的中 � 72867（6番人気）
複勝票数 差引計1391228（返還計 65036） 的中 � 119307（5番人気）� 112558（6番人気）� 50724（8番人気）
枠連票数 差引計 426429（返還計 1703） 的中 （3－7） 17583（8番人気）
馬連票数 差引計1802378（返還計197305） 的中 �� 28007（17番人気）
馬単票数 差引計 699054（返還計 79913） 的中 �� 4994（37番人気）
ワイド票数 差引計1674873（返還計185897） 的中 �� 35987（13番人気）�� 9839（46番人気）�� 17209（27番人気）
3連複票数 差引計2562564（返還計530440） 的中 ��� 5503（103番人気）
3連単票数 差引計2858981（返還計606986） 的中 ��� 977（576番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．2―11．2―10．9―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．0―46．2―57．1―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．4
3 8，14（6，3，7，16）－（2，13）（4，11）（15，12）9，5，10 4 ・（8，14）（6，16）3，7－2（4，11，13）－（9，15，12）5，10

勝馬の
紹 介

シナモンスティック �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2021．7．25 新潟2着

2019．5．5生 牝3芦 母 マイネデセール 母母 メインディッシュ 9戦2勝 賞金 22，478，000円
〔競走除外〕 アラクレ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 トーセンサンダー号・パノティア号
※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。



（4東京3）第7日 6月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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
厩務員出走奨励金

240，300，000円
5，620，000円
22，370，000円
2，160，000円
30，680，000円
77，335，000円
5，825，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
808，771，800円
1，144，943，100円
282，140，300円
1，302，143，800円
592，675，200円
1，144，250，700円
2，002，133，800円
2，482，887，300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 9，759，946，000円

総入場人員 14，974名 （有料入場人員 14，544名）
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