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15061 6月16日 小雨 不良 （25東京3）第6日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

36 ダイワマークスマン 牡3栗 56 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478＋ 41：38．4 38．6�
11 キネオハレー 牡3鹿 56 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B498± 0 〃 クビ 3．1�
510 レオアクシス �3青鹿56 横山 典弘田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 中村 雅明 496＋ 2 〃 ハナ 4．0�
815 ヤマニンアドーレ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 428＋ 41：39．25 7．6�
35 ドゥリマーズドリム 牝3青鹿54 内田 博幸石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 454－ 41：39．3クビ 17．5�
611 ビービーラッシュ 牡3芦 56 柴田 大知	坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 B472＋141：39．4� 152．7

59 ローランズソング 牡3栗 56 幸 英明有限会社シルク栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 514－ 81：39．5� 9．0�
48 メ イ ラ ー ド 牡3栗 56 C．ウィリアムズ 	キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 470－ 21：39．82 9．6�

（豪）

23 バレルウェーブ 牡3黒鹿56 田中 勝春 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 ファニーフレンズファーム 496＋ 2 〃 クビ 36．1

713 アルマアダーラ 牝3栗 54 吉田 豊コウトミックレーシング 伊藤 大士 新冠 大栄牧場 432＋ 61：39．9� 261．2�
47 マツリダデンカ 牡3青鹿56 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 482－ 41：40．21� 12．7�
816 コ ラ ム 牡3栗 56 石橋 脩本間 茂氏 相沢 郁 新冠 森 牧場 448－ 21：40．52 67．3�
612 クリノハンニバル 牡3鹿 56 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 武田牧場 B446＋ 81：41．56 323．7�
24 トーセンジャスト 牡3芦 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B476－ 41：41．6� 8．9�
12 シュンアビリティ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行石川 博氏 高橋 義博 新冠 赤石 久夫 522－ 81：41．81� 428．5�
714 トーセンボンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲山崎 亮誠島川 �哉氏 柴崎 勇 新冠 村上 欽哉 512－ 21：43．07 174．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，641，900円 複勝： 37，735，200円 枠連： 14，705，300円
馬連： 52，218，300円 馬単： 33，432，000円 ワイド： 25，893，200円
3連複： 73，482，900円 3連単： 112，140，500円 計： 371，249，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，860円 複 勝 � 610円 � 140円 � 150円 枠 連（1－3） 1，670円

馬 連 �� 6，310円 馬 単 �� 13，890円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，490円 �� 280円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 66，160円

票 数

単勝票数 計 216419 的中 � 4423（10番人気）
複勝票数 計 377352 的中 � 10418（9番人気）� 88357（1番人気）� 79518（2番人気）
枠連票数 計 147053 的中 （1－3） 6508（9番人気）
馬連票数 計 522183 的中 �� 6114（24番人気）
馬単票数 計 334320 的中 �� 1777（47番人気）
ワイド票数 計 258932 的中 �� 3971（19番人気）�� 3880（20番人気）�� 27841（1番人気）
3連複票数 計 734829 的中 ��� 9908（17番人気）
3連単票数 計1121405 的中 ��� 1251（207番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．6―12．7―12．9―12．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―36．0―48．7―1：01．6―1：14．1―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワマークスマン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．12．1 中山10着

2010．5．11生 牡3栗 母 ダイワベルタ 母母 サンシャワーキッス 4戦1勝 賞金 4，600，000円
〔発走状況〕 コラム号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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 トレッドオンエアー号
※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16日 小雨 不良 （25東京3）第6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

816� リリコレッジェーロ 牡3栗 56 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 米 Masatake
Iida DVM 514± 01：18．5 5．1�

23 � ハントヴェルカー 牡3鹿 56 大野 拓弥前田 幸治氏 田中 剛 米
Gabriel Duignan, Rich-
ard Strappe, Bradley
TB’s & Cherokee Equine

518＋ 2 〃 クビ 3．0�
24 シャツカストライン 牡3鹿 56 内田 博幸古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新冠 隆栄牧場 496＋ 41：18．6� 4．2�
36 キョウエイナイト 	3栗 56 江田 照男田中 晴夫氏 中川 公成 浦河トラストスリーファーム 454＋ 41：18．7
 11．5�
35 パトロクロス 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 2 〃 クビ 5．6�
815 カシノコゴロウ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 462－ 41：18．9� 60．1�
48 カシマルフィ 牡3黒鹿56 田中 勝春	カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 454－ 6 〃 ハナ 26．7

59 アルバラード 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁有限会社シルク伊藤 圭三 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B486＋121：19．21� 29．2�

12 セイウンアツシゲ 牡3芦 56 大庭 和弥西山 茂行氏 牧 光二 日高 メイプルファーム 466＋ 41：19．41� 94．0�
714 マウントプリサイス 牡3栗 56 武士沢友治中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 496－ 4 〃 クビ 82．4
713 フクノシリウス 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行福島 実氏 嶋田 潤 浦河 山口 義彦 440－ 81：19．93 133．3�
11 ライングラン 牡3芦 56

54 △嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 シンボリ牧場 442＋ 2 〃 ハナ 70．3�
612 デラウメイア 牡3栗 56 幸 英明野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 須崎牧場 452－ 21：20．11� 12．2�
611 トウショウチャージ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠トウショウ産業	 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 416＋ 81：20．73
 345．8�
510 エクセルシード 牡3栗 56 柴田 大知谷川 正純氏 松永 康利 浦河 オンワード牧場 458－ 51：22．08 256．5�
47 デルマアズキアライ 牡3鹿 56 的場 勇人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 470－ 81：22．53 172．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，543，400円 複勝： 39，468，300円 枠連： 17，832，300円
馬連： 51，550，400円 馬単： 34，248，900円 ワイド： 26，931，500円
3連複： 76，070，500円 3連単： 114，519，600円 計： 382，164，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 130円 � 150円 枠 連（2－8） 540円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 330円 �� 440円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 6，490円

票 数

単勝票数 計 215434 的中 � 33728（3番人気）
複勝票数 計 394683 的中 � 58240（3番人気）� 97100（1番人気）� 68719（2番人気）
枠連票数 計 178323 的中 （2－8） 24552（2番人気）
馬連票数 計 515504 的中 �� 46314（2番人気）
馬単票数 計 342489 的中 �� 17030（3番人気）
ワイド票数 計 269315 的中 �� 19986（2番人気）�� 13884（6番人気）�� 30559（1番人気）
3連複票数 計 760705 的中 ��� 45597（2番人気）
3連単票数 計1145196 的中 ��� 13027（6番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．6―11．8―11．9―12．1―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．2―29．8―41．6―53．5―1：05．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リリコレッジェーロ �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Rahy デビュー 2013．4．21 東京5着

2010．5．6生 牡3栗 母 Romantic Romance 母母 Regent’s Fancy 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 エクセルシード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 イナズマデーア号・ミキノロココ号

第３回 東京競馬 第６日



15063 6月16日 小雨 重 （25東京3）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

24 ミラクルルージュ 牝3青鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 436－ 21：52．1 4．2�
510 リボントリコロール 牝3芦 54 横山 典弘 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 452＋ 41：52．2� 6．1�
47 クレバーチャーム 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次 �ウエスタンファーム 萱野 浩二 新冠 競優牧場 406－ 6 〃 ハナ 19．0�
713 スワンソング 牝3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 21：52．3� 2．9�
11 ハーツコンセンサス 牝3青鹿54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 和幸 新冠 追分ファーム 462＋10 〃 クビ 64．6	
48 ゴールデンファレノ 牝3栗 54 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 426＋ 41：52．51 9．7

611 モンビジュー 牝3栗 54 福永 祐一大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 442－ 8 〃 クビ 23．0�
816 サクラメガフレア 牝3栗 54 吉田 豊�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 466 ―1：52．6� 15．7�
12 エアコダリー 牝3鹿 54 石橋 脩 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：52．7� 8．3
59 ペッパーベリー 牝3鹿 54 北村 宏司原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 クビ 84．8�
815 ワ サ ビ 牝3黒鹿54 幸 英明村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 456－ 41：53．01� 18．6�
714 マインユアーズ 牝3栗 54 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 日高 増尾牧場 440－ 2 〃 クビ 398．9�
35 コスモフラウ 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 日高 ヤナガワ牧場 416＋ 41：53．31� 185．3�
36 スイートクラウン 牝3栗 54 武士沢友治谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B478－ 21：53．93� 31．0�
612 ムーンスケイプ 牝3鹿 54 大野 拓弥有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 450＋161：54．22 150．8�
23 サラマジック 牝3栗 54 中谷 雄太矢野 和雅氏 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 446－ 21：54．41� 167．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，837，200円 複勝： 41，858，100円 枠連： 16，316，300円
馬連： 54，048，100円 馬単： 34，129，800円 ワイド： 27，540，900円
3連複： 74，042，000円 3連単： 111，201，900円 計： 382，974，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 190円 � 460円 枠 連（2－5） 1，050円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 540円 �� 940円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 25，840円

票 数

単勝票数 計 238372 的中 � 44793（2番人気）
複勝票数 計 418581 的中 � 63787（3番人気）� 64849（2番人気）� 19416（6番人気）
枠連票数 計 163163 的中 （2－5） 11559（4番人気）
馬連票数 計 540481 的中 �� 34205（3番人気）
馬単票数 計 341298 的中 �� 11555（5番人気）
ワイド票数 計 275409 的中 �� 13273（3番人気）�� 7173（11番人気）�� 4557（19番人気）
3連複票数 計 740420 的中 ��� 7935（21番人気）
3連単票数 計1112019 的中 ��� 3177（64番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．8―13．3―13．1―13．1―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．4―50．7―1：03．8―1：16．9―1：28．5―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．2

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

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

ミラクルルージュ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．11．10 東京4着

2010．4．18生 牝3青鹿 母 ミラクルレイザー 母母 ジェイズミラクル 6戦1勝 賞金 7，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エーシンハルシオン号・ミスズ号
（非抽選馬） 4頭 サイモンパルフェ号・ビバゴールデン号・ラブインザミスト号・レディーモモ号

15064 6月16日 小雨 不良 （25東京3）第6日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 ポークチョップ 牝3鹿 54 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 442－121：24．6 11．7�
510 オーペドアンジョ 牡3青 56 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 420＋ 2 〃 アタマ 20．3�
815 マキャヴェッリ 牡3栗 56 大野 拓弥伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 454＋121：24．81� 23．6�
59 アルマライズ 牡3黒鹿56 吉田 豊コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 486－ 21：25．01 11．2�
12 ブランドハヤテ 牡3芦 56 田中 勝春榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別牧場 468± 01：25．1� 12．9�
612 シルバートーク 牡3芦 56 二本柳 壮加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 482－ 41：25．2� 3．8�
713 シルバーフォンテン 牡3芦 56 福永 祐一吉橋 計氏 戸田 博文 えりも 寺井 文秀 472－ 41：25．3� 16．7	
35 ルルドバシリカ 牡3青鹿56 大庭 和弥日下部勝德氏 高橋 義博 青森 長谷地 義正 450－ 21：25．83 173．9

11 ニューキングダム 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B542＋ 61：26．12 2．5�
48 グラスボンズ 牡3栗 56 幸 英明半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 ハナ 50．3
24 マ グ ネ イ ト 牡3栗 56 蛯名 正義 �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 B468＋ 21：26．2� 8．8�
47 ダンシングイレーネ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 478＋ 81：26．83� 107．1�
714 クリアプロフィット 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 486＋ 6 〃 クビ 76．1�
816 クリノローガン 牡3鹿 56 的場 勇人栗本 博晴氏 成島 英春 日高 宝寄山 忠則 456＋301：27．11� 36．7�
23 トップギャル 牝3鹿 54 西田雄一郎吉岡 實氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム B472＋ 61：27．73� 553．5�
611 ラムファストス 牡3鹿 56 柴田 大知大谷 正嗣氏 木村 哲也 日高 オリオンファーム 474 ―1：27．8� 315．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，931，200円 複勝： 39，576，500円 枠連： 17，134，600円
馬連： 55，353，500円 馬単： 35，800，700円 ワイド： 27，958，000円
3連複： 73，030，900円 3連単： 116，019，300円 計： 389，804，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 360円 � 540円 � 530円 枠 連（3－5） 3，080円

馬 連 �� 11，070円 馬 単 �� 21，770円

ワ イ ド �� 3，520円 �� 3，430円 �� 5，010円

3 連 複 ��� 55，110円 3 連 単 ��� 345，260円

票 数

単勝票数 計 249312 的中 � 16799（5番人気）
複勝票数 計 395765 的中 � 30939（5番人気）� 18861（9番人気）� 19103（8番人気）
枠連票数 計 171346 的中 （3－5） 4118（14番人気）
馬連票数 計 553535 的中 �� 3691（34番人気）
馬単票数 計 358007 的中 �� 1214（66番人気）
ワイド票数 計 279580 的中 �� 1960（37番人気）�� 2013（36番人気）�� 1369（44番人気）
3連複票数 計 730309 的中 ��� 978（136番人気）
3連単票数 計1160193 的中 ��� 248（802番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―11．9―12．4―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．0―46．9―59．3―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポークチョップ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2012．9．23 中山5着

2010．3．5生 牝3鹿 母 フィールドボニータ 母母 ゴートゥグローリー 9戦1勝 賞金 10，650，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アンプールトゥ号・ベルウッドテッペン号



15065 6月16日 曇 重 （25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）
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
1：33．1

良
良

57 リターンラルク 牡2鹿 54 戸崎 圭太山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 452 ―1：39．7 1．8�
33 ウインフェニックス 牡2鹿 54 幸 英明�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 444 ― 〃 クビ 21．7�
610 デルカイザー 牡2黒鹿54 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472 ―1：39．8� 3．8�
46 テンノハゴロモ 牝2鹿 54 C．ウィリアムズ 天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 452 ―1：40．22� 8．4�

（豪）

58 ダンディゴールド 牡2鹿 54 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新冠 柏木 一則 452 ―1：40．3クビ 16．3�
711 トーセンカフェ 牡2鹿 54 大野 拓弥島川 	哉氏 上原 博之 新ひだか 坂本牧場 506 ― 〃 アタマ 34．0

69 ヨイチスノー 牝2黒鹿54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 金成吉田牧場 434 ―1：40．51	 177．3�
712 シゲルトオトウミ 牝2栗 54 石橋 脩森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 438 ―1：40．6クビ 34．3�
34 マイネウェリナ 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 タニグチ牧場 404 ― 〃 クビ 27．1
11 ヴァンクレメンツ 
2芦 54 柴田 善臣日下部勝德氏 黒岩 陽一 新ひだか 森 俊雄 472 ―1：41．34 46．1�
814 トマトリコピン 牝2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 洞爺湖 レイクヴィラファーム 470 ―1：41．93� 93．0�
22 オ ベ リ ス ク 牡2鹿 54 横山 典弘前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 512 ―1：42．11 19．8�
813 ラブストロベリー 牝2栗 54 的場 勇人オールラブクラブ 南田美知雄 日高 藤本 直弘 408 ―1：42．84 285．8�
45 タカミルシエル 牝2鹿 54 中谷 雄太村田 滋氏 嶋田 潤 日高 賀張三浦牧場 416 ―1：43．11� 127．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，483，500円 複勝： 31，813，400円 枠連： 15，376，300円
馬連： 53，668，200円 馬単： 43，163，100円 ワイド： 25，113，300円
3連複： 65，050，500円 3連単： 131，092，400円 計： 394，760，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 260円 � 130円 枠 連（3－5） 820円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 520円 �� 170円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 294835 的中 � 134951（1番人気）
複勝票数 計 318134 的中 � 98159（1番人気）� 20445（5番人気）� 71252（2番人気）
枠連票数 計 153763 的中 （3－5） 13864（2番人気）
馬連票数 計 536682 的中 �� 27562（4番人気）
馬単票数 計 431631 的中 �� 18737（4番人気）
ワイド票数 計 251133 的中 �� 10145（4番人気）�� 50884（1番人気）�� 7016（9番人気）
3連複票数 計 650505 的中 ��� 41767（2番人気）
3連単票数 計1310924 的中 ��� 17141（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．4―36．6―50．0―1：03．6―1：15．5―1：27．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リターンラルク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

2011．3．15生 牡2鹿 母 リターンキャスト 母母 リターンバンダム 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

15066 6月16日 曇 重 （25東京3）第6日 第6競走 ��2，400�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
2：22．1
2：22．1

良
良

11 ローレルラスター 牡3鹿 56 横山 典弘 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 476＋ 22：32．0 11．6�
48 コ イ コ イ 牡3栗 56 田中 勝春中村 祐子氏 菊川 正達 新冠 小泉牧場 454＋ 6 〃 クビ 49．7�
611 サクラビクトワール 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 474－142：32．1クビ 4．2�
12 マイネルジェイド 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 440＋ 82：32．31� 19．2�
818 ジェネスヘイロー 牡3鹿 56 内田 博幸山口 真吾氏 木村 哲也 日高 長田ファーム 470－ 22：32．4� 21．7�
713 レッドオーディン 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 ハナ 2．3	

（豪）

24 トーホウギルス 牡3栗 56 幸 英明東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 450－ 22：32．5� 44．0

612 マンハッタンテルス 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 川島牧場 460－ 42：33．24 16．8�
23 シンセラメンテ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 中川 公成 平取 坂東牧場 510± 02：33．41 7．3
510 テ ン カ イ チ 牡3鹿 56 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 450± 02：33．5� 158．1�
816 ヒカルスターダスト 牡3黒鹿56 武士沢友治髙橋 京子氏 古賀 史生 むかわ 宇南山牧場 542± 02：33．71� 24．5�
59 ノエルキャロル 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 452± 02：34．01� 12．7�
817 ラクテウスオルビス 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�ターフ・スポート菊川 正達 日高 ナカノファーム B452－102：34．32 522．3�
36 ミヤビハカン 牡3青鹿56 大野 拓弥村上 義勝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 490－ 2 〃 ハナ 146．2�
714 ウインフェロー 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次�ウイン 尾関 知人 様似 小田 誠一 466－122：34．62 224．7�
47 ウルフキングボーイ �3青鹿56 江田 照男廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 B488＋ 82：34．81� 201．5�
715 グレイスヒーロー 牡3栗 56 北村 宏司 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 440－ 62：35．01 75．1�
35 フォルビート 牝3青鹿54 柴田 善臣広尾レース� 黒岩 陽一 大樹 大樹ファーム 418－ 62：35．95 192．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，624，500円 複勝： 56，033，600円 枠連： 22，072，700円
馬連： 69，577，400円 馬単： 44，615，100円 ワイド： 36，708，200円
3連複： 91，383，300円 3連単： 153，998，600円 計： 504，013，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 390円 � 1，280円 � 210円 枠 連（1－4） 10，130円

馬 連 �� 21，370円 馬 単 �� 35，870円

ワ イ ド �� 6，030円 �� 900円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 34，380円 3 連 単 ��� 246，540円

票 数

単勝票数 計 296245 的中 � 20250（4番人気）
複勝票数 計 560336 的中 � 37265（5番人気）� 9515（11番人気）� 86047（3番人気）
枠連票数 計 220727 的中 （1－4） 1609（24番人気）
馬連票数 計 695774 的中 �� 2403（48番人気）
馬単票数 計 446151 的中 �� 918（91番人気）
ワイド票数 計 367082 的中 �� 1457（51番人気）�� 10502（9番人気）�� 2410（41番人気）
3連複票数 計 913833 的中 ��� 1962（95番人気）
3連単票数 計1539986 的中 ��� 461（595番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．9―13．2―13．2―13．3―13．3―13．0―13．1―11．5―11．6―12．3

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―24．6―37．5―50．7―1：03．9―1：17．2―1：30．5―1：43．5―1：56．6―2：08．1―2：19．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．4
1
3

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

2
4

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

ローレルラスター �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サンシャインフォーエヴァー デビュー 2013．1．6 中山7着

2010．4．27生 牡3鹿 母 アサカグローリー 母母 リオシャーム 7戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 レッドオーディン号の騎手C．ウィリアムズは，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：16番）

コイコイ号の騎手田中勝春は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：1番）
※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 ウィングオブライト号・コスモアンカー号
※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。



15067 6月16日 曇 不良 （25東京3）第6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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

48 レッドティムール 牝4青鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524－ 21：37．0 5．1�
36 ムードティアラ 牝3鹿 52 内田 博幸�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 466＋ 21：37．32 2．9�
47 ミルキーブロード 牝4芦 55 江田 照男半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 490＋ 21：37．4� 4．4�
714 ドリーミングラヴ 牝4黒鹿55 田中 勝春鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 B432＋ 41：37．5クビ 34．3�
510 グリューネヴォッヘ 牝3鹿 52 戸崎 圭太吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 476＋121：38．03 4．4	
612� オ フ シ ョ ア 牝4鹿 55 蛯名 正義 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B444－ 31：38．1� 8．8

35 オペラフォンテン 牝5栗 55

52 ▲山崎 亮誠吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 476－ 4 〃 ハナ 305．4�
611 アンコールピース 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 506＋281：38．2� 296．6�
815� ト シ ベ リ ー 牝4黒鹿55 武士沢友治上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 456± 0 〃 ハナ 226．6
24 ジョウノソナタ 牝4黒鹿 55

53 △嶋田 純次小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 482－ 21：38．51� 24．3�
23 パリーナチャン 牝4鹿 55 西田雄一郎�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 448－ 21：38．6� 209．0�
11 ディアジーローズ 牝4青 55 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 新ひだか タイヘイ牧場 422± 01：38．91� 56．3�
12 � コトブキハレスガタ 牝4鹿 55 大野 拓弥尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 470＋141：39．0� 218．8�
713 クリノチョモラーリ 牝3栗 52 柴田 善臣栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 468－ 81：39．1クビ 29．4�
59 � クリノソーニャ 牝8鹿 55

52 ▲原田 和真栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 450－ 81：39．2� 221．1�
816� サンマルダーム 牝4栗 55 幸 英明相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 428＋121：39．73 311．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，625，300円 複勝： 45，553，900円 枠連： 21，818，600円
馬連： 69，846，900円 馬単： 42，672，000円 ワイド： 30，617，900円
3連複： 86，590，100円 3連単： 145，042，000円 計： 469，766，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 130円 � 150円 枠 連（3－4） 310円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 390円 �� 450円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 7，150円

票 数

単勝票数 計 276253 的中 � 43047（4番人気）
複勝票数 計 455539 的中 � 54844（4番人気）� 109166（1番人気）� 85924（2番人気）
枠連票数 計 218186 的中 （3－4） 52789（1番人気）
馬連票数 計 698469 的中 �� 58409（3番人気）
馬単票数 計 426720 的中 �� 15520（8番人気）
ワイド票数 計 306179 的中 �� 18917（4番人気）�� 15551（6番人気）�� 35417（1番人気）
3連複票数 計 865901 的中 ��� 57754（2番人気）
3連単票数 計1450420 的中 ��� 14987（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．4―47．3―59．5―1：11．4―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドティムール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Gone West デビュー 2011．9．25 中山10着

2009．2．7生 牝4青鹿 母 ルビーマイディア 母母 North Sider 6戦2勝 賞金 12，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チュウワダンサー号

15068 6月16日 曇 重 （25東京3）第6日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

45 リルバイリル �5鹿 57 C．ウィリアムズ 小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 480＋ 22：02．2 10．3�
（豪）

712 ソルレヴァンテ 牡4鹿 57 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 474－ 22：02．3� 1．7�

34 コスモアンドロメダ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム 446＋142：02．51� 47．6�
813 クラーロデルナ 牡4鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 496＋ 62：02．71	 36．7�
33 
 スタートセンス 牡5鹿 57 大野 拓弥河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 454± 02：02．91 25．1	
11 キタノイットウセイ 牡3鹿 54 田中 勝春北所 直人氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 500－ 2 〃 クビ 110．7

69 ア ー カ イ ブ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488± 02：03．0� 4．4�
814 バロンミノル 牡3黒鹿54 石橋 脩吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 6 〃 クビ 57．8�
711 リアルフレア 牡4栗 57 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 456－ 22：03．1� 11．7
22 ピ ロ ポ 牝3鹿 52

50 △嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 博志 428＋ 22：03．31	 129．6�
57 トモロマイスター 牡6黒鹿57 幸 英明戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 446－ 22：03．61� 48．2�
610 ウィケットキーパー 牝4鹿 55 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 442＋ 42：03．81	 11．7�
46 
 コパノシーズン 牡4栗 57 武士沢友治�谷岡牧場 高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 472＋ 22：04．11� 192．5�
58 デ ミ チ ン タ 牡5鹿 57 嘉藤 貴行加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 有限会社

ケイズ B466± 02：04．2� 280．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，419，200円 複勝： 65，082，000円 枠連： 26，591，400円
馬連： 89，590，800円 馬単： 63，882，700円 ワイド： 39，158，600円
3連複： 108，634，500円 3連単： 226，140，300円 計： 657，499，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 250円 � 120円 � 760円 枠 連（4－7） 740円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 410円 �� 3，290円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 42，870円

票 数

単勝票数 計 384192 的中 � 29572（3番人気）
複勝票数 計 650820 的中 � 56411（4番人気）� 229345（1番人気）� 14313（10番人気）
枠連票数 計 265914 的中 （4－7） 26723（2番人気）
馬連票数 計 895908 的中 �� 85749（2番人気）
馬単票数 計 638827 的中 �� 20305（7番人気）
ワイド票数 計 391586 的中 �� 26257（4番人気）�� 2713（30番人気）�� 8069（14番人気）
3連複票数 計1086345 的中 ��� 11458（24番人気）
3連単票数 計2261403 的中 ��� 3893（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．2―37．0―49．1―1：01．9―1：14．6―1：27．2―1：38．8―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リルバイリル �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Machiavellian デビュー 2010．12．19 中山1着

2008．5．5生 �5鹿 母 ア ラ デ ヤ 母母 Fair Shirley 23戦2勝 賞金 42，266，000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。



15069 6月16日 曇 重 （25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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：34．4
1：33．3

重
良

35 フリートストリート 牡4芦 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504－ 21：36．3 4．0�

47 シグナルプロシード 牡3鹿 54 C．ウィリアムズ 髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 514＋ 4 〃 ハナ 16．6�
（豪）

48 エアラギオール 牡5黒鹿57 内田 博幸 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 498± 01：36．62 5．0�
23 ロジスプリング 牡6栗 57 田中 勝春久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 アタマ 26．3�
510 コスモイフリート 牡6栗 57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 516＋ 61：36．7� 110．3	
612 プ リ ー ム ス 牝4鹿 55 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－ 41：36．8クビ 6．0

24 タイセイスティング 牡4栗 57 蛯名 正義田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 514＋ 4 〃 クビ 5．5�
815 タマブラックホール 牡4黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 518＋ 81：36．9	 3．3�
611 ナムラグーテン 牡5栗 57 大庭 和弥奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 492＋ 41：37．0� 132．0
36 マイネルアウストロ 牡7栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 21：37．1クビ 272．9�
59 レッツゴーマークン 牡5栗 57 武士沢友治�Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム 438－ 21：37．2	 80．0�
816 ケイアイプログレス 牡6栃栗57 幸 英明亀田 和弘氏 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 518－181：38．15 110．4�
11 ユウターグローバル 牡7青鹿57 江田 照男北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 464＋ 21：38．2	 357．2�
713 ル イ ー ズ 牝5青鹿55 吉田 豊大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B484＋ 6 〃 ハナ 123．7�
12 ディアフロイデ 牡5鹿 57 大野 拓弥ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム 448＋101：39．47 119．7�

（15頭）
714 オールドパサデナ 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，144，800円 複勝： 78，236，600円 枠連： 30，037，400円
馬連： 113，032，100円 馬単： 68，078，900円 ワイド： 47，482，700円
3連複： 139，667，600円 3連単： 246，736，800円 計： 766，416，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 420円 � 170円 枠 連（3－4） 780円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 430円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 21，210円

票 数

単勝票数 差引計 431448（返還計 2671） 的中 � 86312（2番人気）
複勝票数 差引計 782366（返還計 2983） 的中 � 140015（2番人気）� 37280（6番人気）� 137434（3番人気）
枠連票数 差引計 300374（返還計 17） 的中 （3－4） 28600（2番人気）
馬連票数 差引計1130321（返還計 9676） 的中 �� 28543（12番人気）
馬単票数 差引計 680789（返還計 4927） 的中 �� 11275（22番人気）
ワイド票数 差引計 474827（返還計 3876） 的中 �� 9921（13番人気）�� 29897（3番人気）�� 11671（12番人気）
3連複票数 差引計1396676（返還計 20955） 的中 ��� 26613（13番人気）
3連単票数 差引計2467368（返還計 35825） 的中 ��� 8587（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．3―48．7―1：01．1―1：13．0―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリートストリート �
�
父 Street Sense �

�
母父 Singspiel デビュー 2012．1．9 京都1着

2009．4．10生 牡4芦 母 ジェニーリンド 母母 Negligent 8戦4勝 賞金 54，019，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 オールドパサデナ号は，疾病〔感冒〕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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノプリンス号
（非抽選馬） 6頭 アートオブビーン号・カネトシリープイン号・スズカヴィグラス号・ナリタスーパーワン号・ラヴェルソナタ号・

ローンウルフ号
※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。

15070 6月16日 曇 重 （25東京3）第6日 第10競走 ��
��1，400�

さ が み こ

相 模 湖 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

710 アミカブルナンバー 牝4鹿 55 武 豊池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 454－ 21：21．6 2．9�
22 ジョーオリオン 牡4栗 57 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 476± 01：21．91� 6．9�
56 チェリーヒロイン 牝4栗 55 石橋 脩伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 410－ 2 〃 アタマ 10．1�
11 アポロオラクル 牡3鹿 54 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 432－ 41：22．0	 175．2�
711 オコレマルーナ 牡4青鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 440－ 21：22．1	 3．4�
44 ゴールドカルラ 牝5鹿 55 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 516－ 2 〃 クビ 35．8	
812 ミ ナ レ ッ ト 牝3鹿 52 嘉藤 貴行
ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 468＋ 41：22．2クビ 20．8�
45 シルクドリーマー 牡4鹿 57 田中 勝春有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 480＋ 61：22．41
 6．9�
57 マイネルハイセンス 牡5黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 B486± 01：22．72 52．2
33 ロビンフット 牡5青鹿57 江田 照男桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 516± 0 〃 クビ 71．7�
68 レ ト 牡6鹿 57 柴田 善臣伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 468－ 21：22．8� 155．9�
69 アンチュラス 牝4鹿 55 内田 博幸�G1レーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム 456＋ 81：22．9	 19．0�
813 コルノグランデ 牡5青鹿57 C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 460－ 21：23．0� 16．2�

（豪）

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，510，000円 複勝： 77，330，600円 枠連： 36，332，200円
馬連： 138，556，400円 馬単： 87，469，700円 ワイド： 54，598，600円
3連複： 171，575，900円 3連単： 338，023，300円 計： 951，396，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 220円 � 280円 枠 連（2－7） 630円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 480円 �� 710円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 13，770円

票 数

単勝票数 計 475100 的中 � 129645（1番人気）
複勝票数 計 773306 的中 � 182009（1番人気）� 85216（4番人気）� 61806（5番人気）
枠連票数 計 363322 的中 （2－7） 42874（3番人気）
馬連票数 計1385564 的中 �� 99627（3番人気）
馬単票数 計 874697 的中 �� 41893（4番人気）
ワイド票数 計 545986 的中 �� 29681（3番人気）�� 18863（7番人気）�� 10229（15番人気）
3連複票数 計1715759 的中 ��� 33392（10番人気）
3連単票数 計3380233 的中 ��� 18123（32番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―10．7―11．4―11．3―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．7―34．4―45．8―57．1―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アミカブルナンバー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2011．11．19 東京4着

2009．1．23生 牝4鹿 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon 13戦4勝 賞金 68，574，000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。

２レース目



15071 6月16日 曇 重 （25東京3）第6日 第11競走 ��
��1，600�第18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 6，800，000
6，800，000

円
円 3，400，000円

付 加 賞 588，000円 168，000円 42，000
42，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

46 � ベストウォーリア 牡3栗 56 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 508＋ 81：36．0 6．9�

712 サウンドリアーナ 牝3黒鹿54 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 486＋ 21：36．21	 2．3�
34 サウンドトゥルー 牡3栗 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472± 01：36．52 30．5�
814 ケイアイレオーネ 牡3芦 56 幸 英明亀田 和弘氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B542 〃 同着 95．3�
35 タッチザターゲット 牡3芦 56 田中 勝春 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 510＋10 〃 クビ 96．8�
815 ベリートゥベリー 牡3鹿 56 横山 典弘北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 髙村 伸一 466＋ 61：36．6
 14．2	
713 ミヤジマッキー 牡3鹿 56 柴田 善臣曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 486＋ 21：36．7
 46．7

47 � チャーリーブレイヴ 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham 496＋141：36．8
 3．5�
（豪）

59 クロムレック 牡3栗 56 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 506－ 61：36．9
 78．6�
23 サ マ リ ー ズ 牝3鹿 54 内田 博幸 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 498＋121：37．32
 13．4
611 コンプリートゲーム 牡3鹿 56 的場 勇人島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 514＋ 4 〃 ハナ 271．6�
610 ノ ウ レ ッ ジ 牡3鹿 56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 01：37．4
 16．1�
11 � エーシンレンジャー 牡3栗 56 石橋 脩�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney 496± 01：37．5� 14．1�
22 ショウナンダイラ 牡3鹿 56 柴田 大知�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋121：37．7� 208．0�
58 ヴァンフレーシュ 牝3鹿 54 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 464－ 41：37．91
 208．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 173，047，500円 複勝： 220，977，800円 枠連： 137，778，000円 馬連： 610，236，800円 馬単： 363，405，200円
ワイド： 206，302，500円 3連複： 826，272，700円 3連単： 1，750，409，500円 5重勝： 718，368，400円 計： 5，006，798，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 160円 � 130円 �
�

370円
860円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 300円 ��
��

930円
3，170円

��
��

620円
1，850円

3 連 複 ���
���

2，860円
11，710円 3 連 単 ���

���
14，950円
52，900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����� 2，548，830円

票 数

単勝票数 計1730475 的中 � 198436（3番人気）
複勝票数 計2209778 的中 �

�
302426
32748

（3番人気）
（11番人気）

� 541355（1番人気）� 89110（8番人気）

枠連票数 計1377780 的中 （4－7） 365283（1番人気）
馬連票数 計6102368 的中 �� 475135（3番人気）
馬単票数 計3634052 的中 �� 99088（10番人気）
ワイド票数 計2063025 的中 ��

��
121632
49729

（3番人気）
（13番人気）

��
��

31676
15318

（18番人気）
（32番人気）

�� 8775（44番人気）

3連複票数 計8262727 的中 ��� 107900（18番人気）��� 25796（63番人気）
3連単票数 計17504095 的中 ��� 43292（96番人気）��� 12189（284番人気）
5重勝票数 計7183684 的中 ����� 208

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．6―48．1―1：00．6―1：12．5―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベストウォーリア �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2012．11．10 京都1着

2010．3．7生 牡3栗 母 Flirtatious Miss 母母 Seductive Smile 5戦3勝 賞金 52，092，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ベストウォーリア号の騎手戸崎圭太は，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：8番）
※出走取消馬 ジェベルムーサ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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） 6頭 インカンテーション号・クリノヒマラヤオー号・サトノプリンシパル号・ハコダテナイト号・フミノファルコン号・

ブロードソード号
※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。

15072 6月16日 曇 重 （25東京3）第6日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時20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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

11 � シベリアンスパーブ 牡4鹿 57 横山 典弘藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 494＋ 41：35．0 10．0�
510 アンブリッジ 牡3鹿 54 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：35．1	 51．2�
714 アンスポークン 牝4鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 4 〃 クビ 29．8�
47 マイネルゴラッソ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 61：35．2
 18．9�
24 アールデュラン �4鹿 57 武 豊星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 476± 01：35．3
 2．6	
611� サクラレグナム 牡4栗 57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 500± 0 〃 クビ 4．7

12 ベルゲンクライ 牡3芦 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 474－121：35．4クビ 36．7�
815 メイブリーズ 牝4芦 55 柴田 善臣千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：35．5	 43．5�
35 ユキノユウダン 牡3栗 54 江田 照男馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 428＋ 41：35．6	 43．8
612 ア ロ ヒ ラ ニ 牡4黒鹿57 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 ハナ 6．3�

（豪）

23 ロンギングゴールド 牡3黒鹿54 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 462＋ 21：36．13 7．0�
48 リアリーラヴユー 牝5鹿 55 内田 博幸吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468－ 41：36．31� 24．7�
59 マイネルマルシェ 牡6黒鹿57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 454－ 21：36．62 140．8�
36 � ビービーボイジャー 牡3栗 54 大野 拓弥�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 488－ 81：36．7
 53．1�
713 ニシノレゾネ 牡3栗 54 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 440＋121：37．55 318．7�
816 スノウプリンス 牡5栗 57

55 △嶋田 純次野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 472－ 41：37．71� 609．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 69，059，100円 複勝： 114，094，300円 枠連： 67，070，000円
馬連： 186，836，100円 馬単： 109，937，800円 ワイド： 83，348，200円
3連複： 252，854，100円 3連単： 485，158，900円 計： 1，368，358，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 380円 � 1，040円 � 680円 枠 連（1－5） 10，150円

馬 連 �� 25，390円 馬 単 �� 42，800円

ワ イ ド �� 6，850円 �� 4，350円 �� 10，350円

3 連 複 ��� 180，830円 3 連 単 ��� 823，100円

票 数

単勝票数 計 690591 的中 � 54547（5番人気）
複勝票数 計1140943 的中 � 85590（5番人気）� 27073（13番人気）� 43528（8番人気）
枠連票数 計 670700 的中 （1－5） 4881（21番人気）
馬連票数 計1868361 的中 �� 5431（57番人気）
馬単票数 計1099378 的中 �� 1896（100番人気）
ワイド票数 計 833482 的中 �� 2993（60番人気）�� 4749（44番人気）�� 1973（75番人気）
3連複票数 計2528541 的中 ��� 1032（271番人気）
3連単票数 計4851589 的中 ��� 435（1370番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．8―11．9―12．0―11．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．0―47．9―59．9―1：11．2―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シベリアンスパーブ �
�
父 シベリアンホーク �

�
母父 With Approval

2009．2．1生 牡4鹿 母 マルターズスパーブ 母母 Primedex 11戦2勝 賞金 23，685，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キングカイ号
※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。

５レース目



（25東京3）第6日 6月16日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 185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

218，190，000円
6，380，000円
1，930，000円
19，670，000円
68，406，000円
5，065，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
549，867，600円
847，760，300円
423，065，100円
1，544，515，000円
960，835，900円
631，653，600円
2，038，655，000円
3，930，483，100円
718，368，400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 11，645，204，000円

総入場人員 28，076名 （有料入場人員 26，854名）
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