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15073 6月22日 晴 重 （25東京3）第7日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．6
1：33．1

良
良

57 ウインイルソーレ 牡2鹿 54 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 474－ 41：36．6 24．1�
33 ブラックチョコ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 424＋ 2 〃 ハナ 6．8�
58 エリーフェアリー 牝2鹿 54 松岡 正海谷川 正純氏 松永 康利 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 476－ 61：36．92 34．5�
22 ガ ラ パ ゴ ス 牡2鹿 54 柴田 善臣石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 474－ 4 〃 ハナ 66．7�
34 コスモリリパット 牡2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 正道 日高 瀬戸牧場 444± 01：37．0� 25．2	
711 ディアキンカク 牡2栗 54 戸崎 圭太ディアレスト 矢野 英一 浦河 小島牧場 488＋ 6 〃 ハナ 2．6

610 アツカマシー 牡2芦 54 武士沢友治井上 一郎氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 488－ 2 〃 アタマ 25．4�
46 ナイルエクスプレス 牡2芦 54

52 △嶋田 純次 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 448－ 61：37．42� 15．1�
45 パーリーシェル 牝2栗 54 北村 宏司谷掛 龍夫氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 41：38．35 2．4
11 マユラウインド 牝2黒鹿54 内田 博幸石川 眞実氏 萩原 清 新冠 須崎牧場 444－ 61：39．15 26．1�
814 ダイチトゥルース 牡2黒鹿54 大庭 和弥 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 432－ 81：39．2� 46．3�
813 ケイツーウラノス 牡2鹿 54 江田 照男楠本 勝美氏 菅原 泰夫 浦河 富塚ファーム 438－ 41：39．3クビ 228．7�
712 ラ ラ ラ 牝2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 432－ 61：39．83 149．6�
69 ピュアーストレイン 牡2黒鹿54 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 61：40．97 79．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，660，200円 複勝： 33，098，400円 枠連： 13，015，400円
馬連： 44，036，300円 馬単： 29，240，900円 ワイド： 22，830，800円
3連複： 58，199，200円 3連単： 92，939，300円 計： 312，020，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 610円 � 230円 � 880円 枠 連（3－5） 2，820円

馬 連 �� 7，240円 馬 単 �� 17，410円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 4，870円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 52，320円 3 連 単 ��� 362，910円

票 数

単勝票数 計 186602 的中 � 6107（5番人気）
複勝票数 計 330984 的中 � 13356（6番人気）� 45173（3番人気）� 8744（9番人気）
枠連票数 計 130154 的中 （3－5） 3414（11番人気）
馬連票数 計 440363 的中 �� 4493（22番人気）
馬単票数 計 292409 的中 �� 1240（45番人気）
ワイド票数 計 228308 的中 �� 2621（21番人気）�� 1143（39番人気）�� 2115（23番人気）
3連複票数 計 581992 的中 ��� 821（111番人気）
3連単票数 計 929393 的中 ��� 189（629番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．3―48．2―1：00．3―1：11．9―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインイルソーレ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．1 東京8着

2011．1．30生 牡2鹿 母 ア ン ブ レ ラ 母母 ダンシンインザレイン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ピュアーストレイン号は，競走中に疾病〔左手根骨粉砕骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。

15074 6月22日 晴 重 （25東京3）第7日 第2競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走10時35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
1：34．4
1：33．3

重
良

815 マキノクィーン 牝3鹿 54 蛯名 正義島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 486± 01：37．5 1．6�
23 ビレッジドリーム 牝3栗 54 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B486＋ 41：37．71� 12．4�
12 ロンギングシャネル 牝3鹿 54 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 502－121：37．8クビ 237．9�
713 ホワイトプラネット 牝3芦 54 戸崎 圭太石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム 494－101：37．9� 9．2�
48 アウレオーラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B508－ 41：38．32� 7．3�
47 ストーリーライン 牝3栗 54 三浦 皇成飯田 良枝氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 478－ 21：38．4� 21．0�
24 フ ァ リ ー ム 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 490＋ 21：38．61� 12．3	
510 ポ ン マ リ ー 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 460± 01：38．7� 378．4

59 ソフトライム 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B460－ 21：38．8� 18．1�
11 ソ デ フ リ ン 牝3栗 54 武士沢友治下河邉行信氏 小桧山 悟 日高 中前牧場 436＋ 41：38．9� 165．5�
714 ワイハーノカゼ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁ドラゴンヒルズホースクラブ 小野 次郎 日高 白井牧場 438－101：39．0� 46．4
36 クリノアルプス 牝3栗 54 北村 宏司栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 422＋ 21：39．1� 128．4�
816 ミ ス ズ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂松本 俊廣氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 448－ 61：39．2クビ 262．3�
612 レディーピンク 牝3鹿 54 西村 太一小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 424＋ 41：39．41� 35．7�
35 スイスイスーウィ 牝3芦 54 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新冠 松浦牧場 456± 01：39．93 71．7�
611 バウティスタ 牝3栗 54 松岡 正海関 駿也氏 尾関 知人 宮城 関兵牧場 482± 01：41．9大差 372．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，464，500円 複勝： 68，730，000円 枠連： 15，434，100円
馬連： 43，615，500円 馬単： 36，692，300円 ワイド： 24，520，800円
3連複： 63，105，000円 3連単： 113，535，900円 計： 387，098，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 320円 � 4，320円 枠 連（2－8） 390円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 420円 �� 6，580円 �� 31，890円

3 連 複 ��� 70，140円 3 連 単 ��� 156，330円

票 数

単勝票数 計 214645 的中 � 112418（1番人気）
複勝票数 計 687300 的中 � 424472（1番人気）� 28969（5番人気）� 1619（14番人気）
枠連票数 計 154341 的中 （2－8） 29692（2番人気）
馬連票数 計 436155 的中 �� 38943（4番人気）
馬単票数 計 366923 的中 �� 26361（4番人気）
ワイド票数 計 245208 的中 �� 16601（4番人気）�� 861（42番人気）�� 176（83番人気）
3連複票数 計 631050 的中 ��� 664（103番人気）
3連単票数 計1135359 的中 ��� 536（327番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．1―12．5―12．4―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．6―46．7―59．2―1：11．6―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マキノクィーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．7 東京12着

2010．5．11生 牝3鹿 母 エクラドール 母母 プリンセスシラオキ 10戦1勝 賞金 13，700，000円
〔制裁〕 ソフトライム号の調教師伊藤圭三は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金50，000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 リーサムフェア号

第３回 東京競馬 第７日



15075 6月22日 晴 重 （25東京3）第7日 第3競走 1，300�サラブレッド系3歳
発走11時05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 ハイフロンティア 牡3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 484± 01：18．4 4．2�
713 オーペドアンジョ 牡3青 56 戸崎 圭太桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 420± 0 〃 クビ 4．6�
48 サイレンスバード 牡3鹿 56 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 486－ 21：18．61 4．2�
815 ノアメロディ 牡3鹿 56 江田 照男佐山 公男氏 天間 昭一 新冠 飛渡牧場 452＋101：18．7� 23．0�
24 ジーランディア 牡3芦 56 横山 典弘池谷 誠一氏 的場 均 浦河 斉藤 政志 492－ 21：18．91� 8．8�
47 マリーズミイ 牝3鹿 54 内田 博幸冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B430－ 21：19．0� 4．4	
510 レッドタイフーン 牡3鹿 56 田辺 裕信神林 幸一氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 494－ 21：19．74 36．3

59 スプライトオーバー 牡3栗 56

54 △嶋田 純次薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 新冠橋本牧場 510＋ 21：19．8� 13．6�
35 イナズマデーア 牝3鹿 54 武士沢友治 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 小泉牧場 480－ 2 〃 ハナ 115．5
12 バッティングパワー 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁島田 久氏 尾関 知人 浦河 村下 清志 466± 01：20．01 55．4�
11 トーアユーピテル 牡3鹿 56 石橋 脩高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 516＋ 81：20．21 53．4�
816 キクカサンダー 牡3鹿 56 三浦 皇成飯島 和吉氏 二ノ宮敬宇 浦河 小倉牧場 440－ 41：20．52 109．7�
36 エーブスーパーマン 牡3栗 56 大庭 和弥 �レーシングホース

ジャパン 清水 美波 新ひだか 小河 豊水 B444＋ 21：20．6クビ 193．2�
23 ヴァンダリア 牡3芦 56 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新ひだか 矢野牧場 B530－ 41：20．7� 100．4�
714 リネンコゾウ �3黒鹿56 嘉藤 貴行戸山 光男氏 南田美知雄 青森 長谷地 義正 446－ 41：21．44 529．0�
611 イチゴダマシイ 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真合同会社ノルディック小桧山 悟 浦河 富菜牧場 456＋ 41：23．6大差 391．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，526，400円 複勝： 38，865，800円 枠連： 15，574，400円
馬連： 45，600，100円 馬単： 32，343，000円 ワイド： 25，468，200円
3連複： 71，001，800円 3連単： 105，144，900円 計： 352，524，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 160円 � 140円 枠 連（6－7） 1，010円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 410円 �� 370円 �� 310円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 8，060円

票 数

単勝票数 計 185264 的中 � 35394（2番人気）
複勝票数 計 388658 的中 � 71587（2番人気）� 63582（4番人気）� 77183（1番人気）
枠連票数 計 155744 的中 （6－7） 11493（5番人気）
馬連票数 計 456001 的中 �� 32993（6番人気）
馬単票数 計 323430 的中 �� 10693（12番人気）
ワイド票数 計 254682 的中 �� 14795（5番人気）�� 16895（3番人気）�� 21095（2番人気）
3連複票数 計 710018 的中 ��� 55923（3番人気）
3連単票数 計1051449 的中 ��� 9633（23番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．1―29．6―41．7―53．9―1：05．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイフロンティア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Platini デビュー 2013．4．27 東京6着

2010．2．16生 牡3鹿 母 ウィンドハック 母母 Waconda 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 スプライトオーバー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 オーペドアンジョ号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イチゴダマシイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月22日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ニキーヤダイヤ号・バンビアイ号

15076 6月22日 晴 重 （25東京3）第7日 第4競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走11時35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

816 ヴェルフェン 牡3芦 56 内田 博幸�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 496± 01：24．9 2．3�
48 ハリマヤヨサコイ 牡3鹿 56 大庭 和弥西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 B472± 01：25．11� 8．3�
714 ロ デ ム 牡3青鹿56 三浦 皇成三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 小池 博幸 526－121：25．2クビ 7．0�
815 エクセレンテ �3鹿 56 横山 典弘栗坂 崇氏 萱野 浩二 浦河 中神牧場 472－ 81：25．41� 7．6�
47 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 482－ 4 〃 ハナ 6．4�
611 ヒ メ シ ャ ラ 牝3鹿 54 武士沢友治松本 俊廣氏 勢司 和浩 新冠 タニグチ牧場 480－ 61：25．93 28．9	
612 スキップコード 牡3青 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 田中 裕之 460 ―1：26．0� 48．2

510 トウショウブロンコ 牡3黒鹿56 柴田 大知トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484＋ 61：26．21� 11．3�
35 フレンドリーゼウス 牡3栗 56 江田 照男増山 武志氏 中川 公成 浦河 山春牧場 446＋ 21：26．41� 194．9�
59 コウヨウセレクト 牡3栗 56 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 496＋ 2 〃 クビ 33．4
12 トーホウノブナガ 牡3青鹿56 松岡 正海東豊物産� 高橋 裕 日高 竹島 幸治 452± 01：27．03� 119．5�
11 サンクンガーデン 牝3鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 468－ 21：27．21� 15．3�
713 カシノマインド 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 468－ 81：27．83� 412．0�
24 マキシムリンカーン 牡3栗 56

54 △嶋田 純次小田 廣美氏 石栗 龍彦 新冠 大狩部牧場 432－ 71：28．33 274．4�
36 ミキノロココ 牝3鹿 54 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 久米 和夫 444－121：28．93� 358．7�
23 ホクテンオーカン 牡3鹿 56 西村 太一小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム 484＋201：29．11� 71．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，484，300円 複勝： 38，943，700円 枠連： 18，562，500円
馬連： 51，515，100円 馬単： 32，150，600円 ワイド： 25，201，400円
3連複： 66，056，000円 3連単： 105，537，900円 計： 359，451，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 230円 � 210円 枠 連（4－8） 390円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 450円 �� 380円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 11，780円

票 数

単勝票数 計 214843 的中 � 74009（1番人気）
複勝票数 計 389437 的中 � 114213（1番人気）� 37498（4番人気）� 41222（3番人気）
枠連票数 計 185625 的中 （4－8） 35274（1番人気）
馬連票数 計 515151 的中 �� 34323（4番人気）
馬単票数 計 321506 的中 �� 13414（4番人気）
ワイド票数 計 252014 的中 �� 14215（4番人気）�� 17369（2番人気）�� 5942（13番人気）
3連複票数 計 660560 的中 ��� 17603（8番人気）
3連単票数 計1055379 的中 ��� 6613（26番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．2―12．2―12．0―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．2―48．4―1：00．4―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェルフェン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．29 中山11着

2010．5．12生 牡3芦 母 パワーオブラブ 母母 グッドルックス 12戦1勝 賞金 14，190，000円
〔制裁〕 アルマライズ号の騎手吉田豊は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※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 バクソクワイルダー号



15077 6月22日 晴 稍重 （25東京3）第7日 第5競走 1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25分 （芝・左）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

35 マーブルカテドラル 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 432 ―1：23．8 15．3�
11 レヴアップスピン 牝2鹿 54 蛯名 正義�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：24．11� 2．8�
714 マイネパシオーネ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 428 ―1：24．2� 8．4�
48 ハートビートハーツ 牝2黒鹿54 武士沢友治西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 長谷川牧場 430 ―1：24．41� 19．0�
816 ヘヴンリーシチー 牝2青 54

52 △嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 418 ―1：24．5クビ 51．6	
23 レイズアセイル 牝2栗 54 江田 照男 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 450 ―1：24．6� 165．6

510 コスモアメシスト 牝2芦 54 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 日高 天羽 禮治 444 ― 〃 ハナ 61．6�
12 パ ブ ロ ワ 牝2芦 54 戸崎 圭太菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 510 ―1：24．81� 5．0�
47 ア マ ア マ 牝2栗 54 北村 宏司中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 424 ―1：25．12 28．2
611 スローライフ 牝2栗 54 内田 博幸村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 490 ―1：25．2� 3．3�
59 プランタンポルト 牝2黒鹿54 松岡 正海岡田 牧雄氏 田中 剛 様似 様似共栄牧場 392 ―1：25．3� 36．8�
24 シゲルウゼン 牝2栗 54 的場 勇人森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：25．51� 173．5�
713 デンジャラー 牝2黒鹿54 西田雄一郎 �静内白井牧場 南田美知雄 日高 木村牧場 446 ―1：25．92� 101．6�
36 アルマミラク 牝2黒鹿54 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 大道牧場 426 ―1：26．0� 84．8�
815 タイキエミリー 牝2黒鹿54 柴田 善臣�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 日田牧場 444 ―1：26．74 45．4�
612 タシデレック 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 434 ―1：27．44 250．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，334，000円 複勝： 36，854，200円 枠連： 18，039，600円
馬連： 51，480，800円 馬単： 34，994，800円 ワイド： 24，075，600円
3連複： 64，102，600円 3連単： 100，770，600円 計： 357，652，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 310円 � 160円 � 220円 枠 連（1－3） 1，020円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，140円 �� 490円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 34，810円

票 数

単勝票数 計 273340 的中 � 14165（5番人気）
複勝票数 計 368542 的中 � 26568（5番人気）� 78528（1番人気）� 43475（4番人気）
枠連票数 計 180396 的中 （1－3） 13130（5番人気）
馬連票数 計 514808 的中 �� 19817（7番人気）
馬単票数 計 349948 的中 �� 4562（18番人気）
ワイド票数 計 240756 的中 �� 6952（8番人気）�� 5023（12番人気）�� 13009（5番人気）
3連複票数 計 641026 的中 ��� 11057（10番人気）
3連単票数 計1007706 的中 ��� 2137（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．6―49．2―1：00．9―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．6
3 1，2，9（5，16）14（3，10）（4，8）（7，12）11，6－15，13 4 1（2，9）（5，16）14（3，10，11）（4，8）（7，12）6，15，13

勝馬の
紹 介

マーブルカテドラル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

2011．3．20生 牝2鹿 母 ヘルスウォール 母母 サラトガフラッシュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15078 6月22日 晴 稍重 （25東京3）第7日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55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
1：44．1

良
良

816 マイネルオリンポス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 41：48．2 10．1�

36 ピュアプロスパー 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 安平 追分ファーム 514 ― 〃 クビ 12．0�
48 ショウナンダイチ 牡3鹿 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 0 〃 ハナ 7．3�
35 カミナリコゾウ 牡3栗 56 三浦 皇成田頭 勇貴氏 大和田 成 新冠 村上牧場 B452－ 41：48．3� 17．0�
510 ホ ア ピ リ 牡3鹿 56 石橋 脩 �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 488－101：48．61� 6．5	
12 イオンドライブ 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム B448－ 4 〃 ハナ 43．6

11 ミシシッピデルタ 牡3芦 56 吉田 豊難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 クビ 16．0�
815 エスオンマイチェス 牡3黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 550＋ 21：48．8� 2．3�
23 ウエスタンオウジ 牡3鹿 56 蛯名 正義西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 474－101：48．9� 17．2
59 ダイワフォース 牡3黒鹿56 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 442－ 21：49．22 27．1�
24 ユニフィケーション 牡3鹿 56 内田 博幸池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 41：49．3� 13．0�
714� モアザンジョイ 牡3黒鹿54 西田雄一郎吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Strawberry

Hill Stud 536＋101：50．25 80．0�
713 ヒシエメラルド 牝3鹿 54 横山 典弘阿部 雅英氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット 430＋ 2 〃 クビ 145．0�
47 エーシンハルシオン 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�栄進堂 久保田貴士 浦河 栄進牧場 466＋ 81：50．3� 440．3�
612 ヤマニンアンビー 牡3栗 56 江田 照男土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 442＋101：50．61� 438．7�
611 レディーモモ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁小林 博雄氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 492－ 41：51．02� 456．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，394，700円 複勝： 48，330，000円 枠連： 21，099，600円
馬連： 62，691，700円 馬単： 39，710，800円 ワイド： 32，239，400円
3連複： 79，091，700円 3連単： 119，778，300円 計： 433，336，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 320円 � 420円 � 260円 枠 連（3－8） 890円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 10，240円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 910円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 14，290円 3 連 単 ��� 84，190円

票 数

単勝票数 計 303947 的中 � 23817（4番人気）
複勝票数 計 483300 的中 � 40594（5番人気）� 28618（8番人気）� 52256（3番人気）
枠連票数 計 210996 的中 （3－8） 17599（3番人気）
馬連票数 計 626917 的中 �� 7540（27番人気）
馬単票数 計 397108 的中 �� 2864（41番人気）
ワイド票数 計 322394 的中 �� 3762（31番人気）�� 9086（10番人気）�� 3677（33番人気）
3連複票数 計 790917 的中 ��� 4087（55番人気）
3連単票数 計1197783 的中 ��� 1050（294番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―36．4―48．3―1：00．1―1：12．1―1：23．5―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

マイネルオリンポス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．12．15 中山2着

2010．2．14生 牡3鹿 母 ハナノメガミ 母母 ダイナソシエ 6戦1勝 賞金 9，200，000円
〔発走状況〕 エスオンマイチェス号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ラブインザミスト号



15079 6月22日 晴 重 （25東京3）第7日 第7競走 1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612 デプロマトウショウ 牝4鹿 55 三浦 皇成トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454＋ 21：23．4 4．5�
59 タイキグラミー 牝3鹿 52 松岡 正海�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 452＋ 21：24．03� 22．0�
816 ピオニエトウショウ 牝4鹿 55 内田 博幸トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 438＋ 8 〃 ハナ 5．3�
815 ラブリースター 牝4栃栗55 石橋 脩長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 61：24．1� 4．0�
36 フランスギャル 牝4黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 470＋ 41：24．2� 19．0	
48 エバーダンシング 牝3栗 52 横山 典弘宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448± 01：24．52 9．2

23 フェアリーライン 牝4鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム 532± 0 〃 ハナ 11．0�
714 セイユウスマイル 牝3鹿 52 柴田 善臣松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 470± 01：24．71 21．9�
24 サクセスセレーネ 牝4黒鹿55 田辺 裕信髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 442＋101：24．8� 7．7
47 ビッグダージリン 牝3鹿 52 柴田 大知関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 466＋ 41：24．9クビ 41．5�
713� ルーナピエーナ 牝5栗 55 武士沢友治髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 478＋ 81：25．11� 69．0�
510� チュウワダンサー 牝4芦 55

52 ▲山崎 亮誠中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：25．31� 487．6�
35 � ショウナンアルプ 牝4鹿 55 西村 太一国本 哲秀氏 古賀 史生 浦河 桑田牧場 486＋341：26．25 219．8�
611 サクラベリー 牝3鹿 52 戸崎 圭太�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 新和牧場 474－ 2 〃 クビ 17．0�
12 ラストウィッシュ 牝4鹿 55 北村 宏司吉田 和美氏 尾関 知人 洞爺湖 メジロ牧場 B458＋141：26．3� 62．4�
11 � ユキノヴィーナス 牝5黒鹿55 西田雄一郎井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 前田牧場 B478＋111：28．3大差 311．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，292，900円 複勝： 51，516，100円 枠連： 23，811，800円
馬連： 69，787，300円 馬単： 39，287，400円 ワイド： 34，955，800円
3連複： 88，094，500円 3連単： 135，016，700円 計： 468，762，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 560円 � 210円 枠 連（5－6） 3，650円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 7，150円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 620円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 7，870円 3 連 単 ��� 48，000円

票 数

単勝票数 計 262929 的中 � 46496（2番人気）
複勝票数 計 515161 的中 � 83076（2番人気）� 19348（8番人気）� 72119（3番人気）
枠連票数 計 238118 的中 （5－6） 4815（14番人気）
馬連票数 計 697873 的中 �� 13072（15番人気）
馬単票数 計 392874 的中 �� 4058（29番人気）
ワイド票数 計 349558 的中 �� 6819（13番人気）�� 14696（4番人気）�� 5148（25番人気）
3連複票数 計 880945 的中 ��� 8270（25番人気）
3連単票数 計1350167 的中 ��� 2076（157番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―34．8―46．8―58．9―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デプロマトウショウ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ステイールハート デビュー 2012．3．10 中山2着

2009．4．19生 牝4鹿 母 マザートウショウ 母母 エイテイトウシヨウ 16戦2勝 賞金 31，680，000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 アポロパレス号

15080 6月22日 晴 稍重 （25東京3）第7日 第8競走 ��3，110�第15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 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード3：27．1良

58 アポロマーベリック 牡4鹿 60 草野 太郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 518－103：27．9 8．9�
814 スナークスペイン 牡6青鹿60 小坂 忠士杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 470± 03：28．0� 2．5�
610 ハ ク サ ン 牡7黒鹿60 高野 和馬篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 436－ 63：28．74 13．9�
33 ハイローラー 牡7鹿 60 平沢 健治加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 484－103：28．91� 4．8�
22 � コブラボール 牡9青鹿60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 482－ 63：29．64 200．3�
11 メイショウヨウドウ 	5黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 43：30．13 6．4�
813� タマモユニヴァース 牡7栗 60 北沢 伸也タマモ	 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム 492－183：30．31
 13．8

46 ジェットストリーム 牡5黒鹿60 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 むかわ 上水牧場 520－123：31．04 25．9�
69 モズハリケーン 牡5栗 60 林 満明北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 504－ 6 〃 クビ 17．0�
45 ビービーマイセン 牡4青鹿60 山本 康志坂東牧場 松山 康久 平取 坂東牧場 480－ 63：31．53 30．3�
711 カ ピ タ ー ノ 牡9黒鹿60 上野 翔 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 498± 0 〃 クビ 81．7�
34 コウエイキング 	5鹿 60 植野 貴也西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド 454－183：32．77 29．3�
57 ティンバーウルフ 牡6栗 60 大江原 圭大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 440－ 2 〃 クビ 111．0�
712 ティアップブレイズ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 524－ 43：32．8クビ 19．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，255，900円 複勝： 49，854，600円 枠連： 28，709，900円
馬連： 83，494，200円 馬単： 51，622，100円 ワイド： 37，922，300円
3連複： 123，334，500円 3連単： 194，855，800円 計： 601，049，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 270円 � 160円 � 330円 枠 連（5－8） 1，400円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，450円 �� 750円

3 連 複 ��� 8，550円 3 連 単 ��� 55，080円

票 数

単勝票数 計 312559 的中 � 27693（4番人気）
複勝票数 計 498546 的中 � 44299（4番人気）� 106066（1番人気）� 34382（5番人気）
枠連票数 計 287099 的中 （5－8） 15148（5番人気）
馬連票数 計 834942 的中 �� 31350（6番人気）
馬単票数 計 516221 的中 �� 7972（14番人気）
ワイド票数 計 379223 的中 �� 12870（5番人気）�� 3631（37番人気）�� 12743（6番人気）
3連複票数 計1233345 的中 ��� 10650（30番人気）
3連単票数 計1948558 的中 ��� 2611（182番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．3－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アポロマーベリック �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Theatrical デビュー 2011．11．26 東京7着

2009．4．15生 牡4鹿 母 オメガファスター 母母 フ ァ ス タ 障害：4戦2勝 賞金 38，497，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 メイショウヨウドウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウヨウドウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年7月22日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミヤコデラックス号
（非抽選馬） 2頭 モルエラン号・リバーキャッスル号



15081 6月22日 曇 重 （25東京3）第7日 第9競走 ��2，100�
こ が ね い

小 金 井 特 別
発走14時35分 （ダート・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
賞 品

本 賞 6，950，000
6，950，000

円
円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円

付 加 賞 248，000
248，000

円
円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

510 リキサンステルス 牡3青鹿54 北村 宏司 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 482＋ 42：10．8 3．3�
612 ロンギングエース 牡3鹿 54 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 同着 16．8�
48 � ヴィットリオドーロ 牡4黒鹿57 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 米 Yoshiyuki Ito 508＋ 2 〃 クビ 7．9�
24 アルジェンタム 牡5栗 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 アタマ 4．0�
713 リベラルアーツ 牡5黒鹿57 内田 博幸�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 474＋ 22：11．43� 8．8	
36 ステップアヘッド 牡4鹿 57 西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 520－ 22：11．61� 11．3

59 マイネルティンラン 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 464± 02：11．81� 28．3�
815	 ヒラボクジャパン 牡4鹿 57 横山 義行�平田牧場 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 488＋ 62：11．9
 219．6�
12 シンボリプロント 牡4黒鹿57 江田 照男シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 456± 02：12．0クビ 72．3
11 ジャーラベンナ 牡3栗 54 横山 典弘本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 494＋ 2 〃 クビ 38．9�
714 コナピーベリー 牡3鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 546－ 22：12．74 7．3�
816 フレンドワン 牡4黒鹿57 柴田 善臣戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 474＋ 42：12．8� 112．4�
47 オパールパワー 牡4芦 57 松岡 正海居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 568＋ 62：12．9� 28．2�
611 ワイルドロジャー 牡4栗 57 嶋田 純次 Him Rock Racing 根本 康広 安平 ノーザンファーム 496－ 42：13．43 138．8�
35 バ シ リ ク ス 牡5鹿 57 大庭 和弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 486－122：14．78 322．1�
23 ミヤビエスペランサ 牡4鹿 57 三浦 皇成村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 482－222：14．8クビ 21．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，305，800円 複勝： 69，751，800円 枠連： 31，347，200円
馬連： 109，804，900円 馬単： 64，313，100円 ワイド： 45，247，200円
3連複： 137，938，500円 3連単： 221，016，800円 計： 714，725，300円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

200円
690円 複 勝 �

�
170円
440円 � 320円 枠 連（5－6） 2，460円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 ��
��

1，800円
2，800円

ワ イ ド �� 1，030円 ��
��

630円
2，170円

3 連 複 ��� 6，910円 3 連 単 ���
���

15，660円
24，790円

票 数

単勝票数 計 353058 的中 � 85042（1番人気）� 16646（7番人気）
複勝票数 計 697518 的中 � 135099（2番人気）� 35514（7番人気）� 53015（6番人気）
枠連票数 計 313472 的中 （5－6） 9419（10番人気）
馬連票数 計1098049 的中 �� 32388（10番人気）
馬単票数 計 643131 的中 �� 13359（11番人気）�� 8440（21番人気）
ワイド票数 計 452472 的中 �� 10817（14番人気）�� 18530（4番人気）�� 4930（29番人気）
3連複票数 計1379385 的中 ��� 14750（24番人気）
3連単票数 計2210168 的中 ��� 5215（83番人気）��� 3287（166番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．5―30．9―43．3―55．5―1：07．9―1：20．6―1：33．3―1：45．6―1：58．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リキサンステルス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．6 中山5着

2010．4．4生 牡3青鹿 母 リキサンピュアティ 母母 プリンセスリーベ 4戦2勝 賞金 15，598，000円
市場取引馬
ロンギングエース �

�
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 2012．9．29 中山9着

2010．2．16生 牡3鹿 母 ギ ー ニ ョ 母母 フェアリードール 7戦2勝 賞金 15，998，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 インパルション号・シンボリシュテルン号・ステアトゥヘヴン号・メイスンキャプテン号

15082 6月22日 小雨 稍重 （25東京3）第7日 第10競走 ��1，800�
や つ が た け

八 ヶ 岳 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．6．23以降25．6．16まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

35 ア ー デ ン ト 牡4芦 57 横山 典弘 �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－ 21：47．5 4．3�

12 エーブフウジン 牡5栗 54 田辺 裕信 �レーシングホース
ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B492＋ 21：47．71� 14．8�

36 エパティック 牝5鹿 53 戸崎 圭太村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 468± 0 〃 ハナ 7．8�
47 アップルジャック 牡5黒鹿53 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 524＋ 21：47．8クビ 171．9�
510 トーセンマルス 牡5鹿 54 吉田 豊島川 	哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 432－ 21：47．9� 13．2

48 ポップジェムズ 牡3鹿 53 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 4．9�
611 ヒカルアカツキ �6青鹿55 柴田 善臣高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 460＋ 81：48．0クビ 36．0�
815 ケンブリッジシーザ 牡6鹿 53 西田雄一郎中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 510－ 4 〃 クビ 49．6
714 ダイナミックガイ 牡3栗 54 内田 博幸小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 462－ 81：48．1クビ 3．3�
816 ナンデヤネン 牡6青 55 石橋 脩杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 486± 01：48．2� 17．1�
24 � トーセンインディ 牝5芦 51 江田 照男島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 438＋ 2 〃 ハナ 151．3�
11 シャンギロンゴ 牡6黒鹿55 松岡 正海 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 528＋ 81：48．83� 15．4�
713 リトルダーリン 牝5黒鹿53 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント B426－ 6 〃 クビ 86．5�
612 グランマルシェ 牡5鹿 54 長岡 禎仁 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B518－ 81：49．01	 46．5�
23 カ ル マ ー ト 牝5黒鹿53 武士沢友治 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：49．21� 70．9�
59 グレートマーシャル 牡5鹿 54 柴田 大知浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 480± 01：49．83� 47．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，544，700円 複勝： 70，749，000円 枠連： 36，569，900円
馬連： 131，942，200円 馬単： 73，517，600円 ワイド： 52，595，500円
3連複： 158，338，400円 3連単： 281，645，800円 計： 847，903，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 430円 � 290円 枠 連（1－3） 1，660円

馬 連 �� 6，920円 馬 単 �� 11，280円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 750円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 14，000円 3 連 単 ��� 84，290円

票 数

単勝票数 計 425447 的中 � 78171（2番人気）
複勝票数 計 707490 的中 � 124119（2番人気）� 37076（8番人気）� 62786（4番人気）
枠連票数 計 365699 的中 （1－3） 16340（7番人気）
馬連票数 計1319422 的中 �� 14082（23番人気）
馬単票数 計 735176 的中 �� 4810（38番人気）
ワイド票数 計 525955 的中 �� 7652（19番人気）�� 18075（5番人気）�� 5549（24番人気）
3連複票数 計1583384 的中 ��� 8350（42番人気）
3連単票数 計2816458 的中 ��� 2466（235番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．3―12．4―12．0―11．8―11．2―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．8―49．2―1：01．2―1：13．0―1：24．2―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ア ー デ ン ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kaldoun デビュー 2011．7．31 函館2着

2009．1．20生 牡4芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 12戦3勝 賞金 59，705，000円



15083 6月22日 曇 重 （25東京3）第7日 第11競走 ��1，600�
げ し

夏至ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，24．6．23以降25．6．16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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：34．4
1：33．3

重
良

47 タイムズアロー 牡5栗 55 石橋 脩 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 41：36．1 44．9�

24 � アンアヴェンジド 牝4黒鹿54 北村 宏司�大樹ファーム 藤沢 和雄 米
Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

540＋ 6 〃 ハナ 2．6�
510� アメリカンウィナー 牡4青鹿58 内田 博幸吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 488＋ 41：36．2� 3．2�
612 シルクシュナイダー 牡5黒鹿58 戸崎 圭太有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 21：36．3� 4．6�
48 エンジョイタイム 牡5鹿 54 横山 典弘前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 484± 0 〃 アタマ 18．9�
59 ケ イ ト 牝5黒鹿52 松岡 正海吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム 456－ 81：36．4� 23．6	
815 ディーエスコンドル 牡5鹿 55 平野 優秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 470＋ 61：36．5クビ 25．2

36 ダンシングマオ 牝6鹿 53 中谷 雄太森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 472± 01：36．6� 43．9�
714 アグネスアンカー 牡7鹿 52 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 B550＋ 61：36．7クビ 433．0
12 マルブツビアン 牡5黒鹿55 田辺 裕信大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 512－ 4 〃 クビ 16．4�
23 エステーラブ 牝6青鹿52 江田 照男齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 456－ 41：36．8クビ 26．6�
816� テープカット 牡6鹿 53 武士沢友治橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 472－ 2 〃 アタマ 196．9�
611 スピードリッパー 牝5栗 53 柴田 善臣吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B462－ 21：37．65 40．2�
713� エバーオンワード 牡5鹿 53 大庭 和弥井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 松田 富士夫 482＋ 41：37．91� 250．1�
35 イーグルドライヴ 牡6栗 53 柴田 大知�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B532＋ 21：38．22 231．4�
11 バトードール 牡6栗 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B528＋ 61：39．26 43．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，435，200円 複勝： 116，110，000円 枠連： 61，099，200円
馬連： 282，380，800円 馬単： 160，249，400円 ワイド： 103，832，000円
3連複： 363，324，900円 3連単： 669，239，900円 計： 1，826，671，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，490円 複 勝 � 620円 � 140円 � 150円 枠 連（2－4） 1，280円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 14，190円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，740円 �� 240円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 55，340円

票 数

単勝票数 計 704352 的中 � 12378（12番人気）
複勝票数 計1161100 的中 � 31028（11番人気）� 276498（1番人気）� 250910（2番人気）
枠連票数 計 610992 的中 （2－4） 35448（5番人気）
馬連票数 計2823808 的中 �� 54875（12番人気）
馬単票数 計1602494 的中 �� 8337（43番人気）
ワイド票数 計1038320 的中 �� 17234（16番人気）�� 12961（24番人気）�� 131571（1番人気）
3連複票数 計3633249 的中 ��� 69132（9番人気）
3連単票数 計6692399 的中 ��� 8926（160番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．4―12．6―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．4―47．8―1：00．4―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4F48．3―3F35．7
3 5，13，9（2，15）（4，11）12（3，6）（14，8）（1，10）（7，16） 4 ・（5，13，9）15（2，4，11）（12，14，8）3（6，10）1（7，16）

勝馬の
紹 介

タイムズアロー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．3．20 阪神2着

2008．1．26生 牡5栗 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ 13戦5勝 賞金 62，133，000円
※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） 7頭 カネトシイナーシャ号・ギャザーロージズ号・ケイアイヘルメス号・パワースポット号・ブルーデインヒル号・

ラインジェシカ号・ルグランヴォヤージ号

15084 6月22日 曇 稍重 （25東京3）第7日 第12競走 ��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

36 シルクオフィサー 牡5鹿 57 横山 典弘有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 41：21．3 10．9�

47 � ラ ン ザ ン 牡4栗 57 柴田 善臣橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 B480－ 21：21．51� 12．2�
12 カフヴァール 牝4鹿 55 江田 照男 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 464－ 81：21．6� 6．8�
611 サトノペガサス �5鹿 57 松岡 正海里見 治氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 438± 01：22．13 20．3�
24 ジ ャ ー ビ ス �5鹿 57

55 △嶋田 純次山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 470＋ 2 〃 クビ 10．7�
59 ケンブリッジサン 牡3鹿 54 内田 博幸中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 462± 01：22．2� 2．0	
35 ヴィオラーネ 牝4青鹿55 戸崎 圭太平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460＋ 6 〃 アタマ 6．8

816 ロードシュプリーム 牡3鹿 54 北村 宏司 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 21：22．3	 71．5�
510 ミヤコライジング 牝4鹿 55 西村 太一吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 456－ 21：22．51
 117．0
11 レッドストラーダ 牡5鹿 57 平野 優 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 494± 01：22．82 59．5�
23 � クリスチャンラヴ 牝5栗 55

52 ▲長岡 禎仁栗山 良子氏 尾形 和幸 日高 荒井ファーム 434＋ 3 〃 ハナ 267．8�
713� トゥールモンド 牡3栗 54 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 466＋ 61：23．01 23．2�
714 テ ム ジ ン 牡4鹿 57 蛯名 正義熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 478＋ 81：23．1� 23．2�
815 シンボリスウィフト 牡4黒鹿57 武士沢友治シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 490＋ 21：23．2クビ 103．0�
612� キ ン グ カ イ �5黒鹿 57

54 ▲山崎 亮誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 454＋121：23．51	 310．5�
48 �� ギ リ ア 牝4鹿 55 田辺 裕信北畑 忍氏 菊川 正達 米 Dr. Masa-

take Iida 458－ 31：23．71� 204．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，101，600円 複勝： 84，399，900円 枠連： 40，889，400円
馬連： 141，032，800円 馬単： 85，736，900円 ワイド： 63，098，400円
3連複： 178，584，900円 3連単： 346，515，200円 計： 998，359，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 300円 � 340円 � 290円 枠 連（3－4） 2，500円

馬 連 �� 5，430円 馬 単 �� 12，470円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 1，240円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 12，960円 3 連 単 ��� 104，000円

票 数

単勝票数 計 581016 的中 � 42244（5番人気）
複勝票数 計 843999 的中 � 74897（5番人気）� 63816（6番人気）� 78650（4番人気）
枠連票数 計 408894 的中 （3－4） 12084（10番人気）
馬連票数 計1410328 的中 �� 19199（18番人気）
馬単票数 計 857369 的中 �� 5075（39番人気）
ワイド票数 計 630984 的中 �� 9588（18番人気）�� 12732（13番人気）�� 10213（17番人気）
3連複票数 計1785849 的中 ��� 10171（40番人気）
3連単票数 計3465152 的中 ��� 2459（297番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―10．9―11．2―11．2―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―34．8―46．0―57．2―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．3
3 6－（4，14）7－（8，10）（9，12）（3，11）2，5（1，15）16，13 4 6－（4，14）－7－8，10，9－11（3，2）（5，12）（1，16，15）－13

勝馬の
紹 介

シルクオフィサー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2010．8．1 函館3着

2008．3．31生 牡5鹿 母 ナイトクルーズ 母母 ナイトスパーク 13戦3勝 賞金 30，284，000円
〔発走状況〕 トゥールモンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トゥールモンド号は，平成25年6月23日から平成25年7月14日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



（25東京3）第7日 6月22日（土曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 188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

217，860，000円
8，300，000円
2，331，000円
19，680，000円
69，224，000円
6，122，800円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
401，800，200円
707，203，500円
324，153，000円
1，117，381，700円
679，858，900円
491，987，400円
1，451，172，000円
2，485，997，100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 7，659，553，800円

総入場人員 28，393名 （有料入場人員 27，108名）
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