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15073 6月28日 小雨 良 （26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
1：32．3

良
良

35 トーセンラーク 牝2栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 474＋ 61：38．3 9．9�
11 アイリーグレイ 牝2芦 54 田辺 裕信前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 432＋ 21：38．51� 39．0�
23 マイネルヘルック 牡2栗 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 428± 01：38．6� 7．2�
713 ツウローゼズ 牝2黒鹿54 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 432－ 21：38．7� 7．9�
610 グリシーヌシチー 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 446－101：38．91� 2．3	
59 デ ン バ ー 牝2青鹿54 柴田 善臣桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 静内坂本牧場 492＋ 21：39．32� 16．3

712 ランバイワイルド 牡2鹿 54 大庭 和弥佐藤 力治氏 池上 昌弘 青森 ワールドファーム 428－ 21：39．51� 67．8�
34 アラホウジョウ 牝2黒鹿54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 460＋ 6 〃 ハナ 9．9
814 キングデュナミス 牡2鹿 54 田中 勝春村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 436－ 41：39．71� 30．7�
611 ラ イ メ イ 牡2栗 54 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 浦河 市川牧場 452± 01：39．91� 142．7�
58 イ デ ィ ル 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 432± 0 〃 クビ 86．3�
815 ディアイージス 牡2鹿 54 江田 照男ディアレスト 新開 幸一 新冠 パカパカ

ファーム 502＋ 41：40．32� 24．5�
47 プレーケストーレン 牡2黒鹿54 内田 博幸スリースターズレーシング 奥村 武 新ひだか タツヤファーム 516＋ 21：40．61� 6．3�
46 エルヴィルダ 牡2栗 54 伊藤 工真上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 478－ 61：40．7� 170．9�
22 カシノキングダム 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 440＋ 41：41．12� 160．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，579，200円 複勝： 34，422，000円 枠連： 12，998，900円
馬連： 46，942，000円 馬単： 28，495，700円 ワイド： 22，664，900円
3連複： 57，788，900円 3連単： 90，018，100円 計： 314，909，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 990円 � 210円 枠 連（1－3） 6，940円

馬 連 �� 16，620円 馬 単 �� 28，150円

ワ イ ド �� 4，680円 �� 920円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 28，910円 3 連 単 ��� 205，220円

票 数

単勝票数 計 215792 的中 � 17327（6番人気）
複勝票数 計 344220 的中 � 31381（5番人気）� 7505（10番人気）� 49026（2番人気）
枠連票数 計 129989 的中 （1－3） 1450（24番人気）
馬連票数 計 469420 的中 �� 2188（40番人気）
馬単票数 計 284957 的中 �� 759（74番人気）
ワイド票数 計 226649 的中 �� 1217（42番人気）�� 6608（10番人気）�� 1625（35番人気）
3連複票数 計 577889 的中 ��� 1499（79番人気）
3連単票数 計 900181 的中 ��� 318（496番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．6―49．7―1：03．1―1：15．0―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンラーク �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．6．7 東京5着

2012．3．8生 牝2栗 母 タケイチゼット 母母 タケイチイチホース 2戦1勝 賞金 5，700，000円

15074 6月28日 小雨 稍重 （26東京3）第7日 第2競走 1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

713 エドノプリンセス 牝3鹿 54
51 ▲原田 和真遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 460± 01：25．6 6．6�

712 ラズライトブルー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �ブルーマネジメント田島 俊明 新冠 川上 悦夫 428－ 21：26．66 4．1�
23 ハイエストスフィア 牝3鹿 54 北村 宏司有限会社シルク黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：26．91� 4．4�
35 オ ー ド ヴ ィ 牝3黒鹿54 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 61：27．0� 6．8�
11 ロングアンドリーン 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 484± 01：27．31� 20．3�
610 ラブウィスパー 牝3青鹿54 柴田 大知増田 陽一氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 440－ 3 〃 クビ 47．5	
47 ショウナンララバイ 牝3鹿 54 柴田 善臣
湘南 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム 440－ 21：27．4� 10．8�
814 レッドアシェット 牝3栗 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 アタマ 4．1�
46 クリノミユキチャン 牝3鹿 54 大庭 和弥栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 今井 秀樹 440＋ 21：27．93 55．7
58 グ ル モ ン 牝3黒鹿54 小野寺祐太 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 41：28．22 97．6�
34 ビビッドフレイム 牝3栗 54 江田 照男飯田 正剛氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 468± 01：28．41� 137．9�
611 トマトリコピン 牝3青鹿54 嘉藤 貴行
ミルファーム 畠山 重則 洞�湖 レイクヴィラファーム 478± 0 〃 ハナ 366．2�
815 キ タ ハ ナ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也北村 和哉氏 奥平 雅士 青森 北村牧場 454－ 41：28．6� 133．1�
59 トレトレボーラー 牝3鹿 54 西田雄一郎
髙昭牧場 池上 昌弘 浦河 高昭牧場 492 ―1：28．7� 95．7�
22 アルミサエル 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 440＋ 61：28．8� 33．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，778，300円 複勝： 36，589，000円 枠連： 12，810，200円
馬連： 47，002，800円 馬単： 29，342，500円 ワイド： 22，988，700円
3連複： 57，601，200円 3連単： 88，080，300円 計： 314，193，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 150円 � 170円 枠 連（7－7） 1，060円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 390円 �� 800円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 16，110円

票 数

単勝票数 計 197783 的中 � 23644（4番人気）
複勝票数 計 365890 的中 � 48271（4番人気）� 69815（1番人気）� 52686（2番人気）
枠連票数 計 128102 的中 （7－7） 9329（4番人気）
馬連票数 計 470028 的中 �� 36115（2番人気）
馬単票数 計 293425 的中 �� 9760（6番人気）
ワイド票数 計 229887 的中 �� 15532（2番人気）�� 6838（13番人気）�� 15630（1番人気）
3連複票数 計 576012 的中 ��� 17288（6番人気）
3連単票数 計 880803 的中 ��� 3963（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．7―48．4―1：00．9―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エドノプリンセス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．23 東京8着

2011．3．18生 牝3鹿 母 フレンチムスメ 母母 ジョージアキヨ 6戦1勝 賞金 6，310，000円

第３回 東京競馬 第７日



15075 6月28日 小雨 稍重 （26東京3）第7日 第3競走 ��1，600�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
1：34．1
1：33．3

不良
良

816 ゴールドシェンロン 牡3栗 56 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 444± 01：36．8 1．9�
59 � コ ス モ ジ グ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Christina

Latimer 472－ 21：37．54 9．2�
23 オウトラヴェス 牡3黒鹿56 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 様似 富田 恭司 474－ 21：37．71� 3．6�
815 ゲンパチケンザン 牡3栗 56 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 480－ 21：37．8� 193．7�
48 � ザンブローネ 牡3栗 56 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 米 Helen K. Groves

Revocable Trust 526 ―1：38．22� 30．3�
612 ドゥーイット 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 446＋ 6 〃 クビ 316．0	
47 ドラゴンズタイム 牡3鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 422＋ 41：38．3クビ 13．7

36 ザッツフェイマス 牡3芦 56 江田 照男有限会社シルク松山 将樹 新冠 ムラカミファーム B464－ 81：39．04 35．8�
12 � コスモキングダム 牡3黒鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 手塚 貴久 米 Nagako

Fujita 542－ 4 〃 クビ 16．7�
11 ゲ ラ ー デ 牡3鹿 56 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 浦河小林牧場 454－ 51：39．1� 349．8
24 � レディシャングリラ 牝3芦 54 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 愛 Mr N.

Tsurumi 496＋101：39．84 15．7�
714 コーリンジャヴロー 牡3鹿 56 N．ローウィラー 伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 B470＋181：40．33 58．6�

（豪）

35 ボールドブルーム 牡3鹿 56
53 ▲伴 啓太増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 462＋ 2 〃 ハナ 465．9�

713 ピーエムカメロン 牡3栗 56 田中 勝春松山 毅氏 和田正一郎 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－ 61：40．4クビ 75．0�

611 マーキーズシェイプ 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 482－ 41：40．82� 29．0�
510 シ ゲ ル ト サ 牡3鹿 56 杉原 誠人森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 三枝牧場 470－ 21：40．9� 110．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，472，700円 複勝： 43，421，200円 枠連： 17，155，100円
馬連： 63，152，200円 馬単： 39，276，900円 ワイド： 28，958，300円
3連複： 69，941，800円 3連単： 121，220，100円 計： 412，598，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 120円 枠 連（5－8） 770円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 340円 �� 160円 �� 590円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，480円

票 数

単勝票数 計 294727 的中 � 123803（1番人気）
複勝票数 計 434212 的中 � 144484（1番人気）� 33499（4番人気）� 89331（2番人気）
枠連票数 計 171551 的中 （5－8） 17143（3番人気）
馬連票数 計 631522 的中 �� 69454（2番人気）
馬単票数 計 392769 的中 �� 24659（3番人気）
ワイド票数 計 289583 的中 �� 19292（3番人気）�� 59260（1番人気）�� 10044（8番人気）
3連複票数 計 699418 的中 ��� 66791（1番人気）
3連単票数 計1212201 的中 ��� 25203（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．6―47．9―1：00．4―1：12．5―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドシェンロン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2013．7．21 福島2着

2011．5．31生 牡3栗 母 チーフバレリーナ 母母 ヒ シ ゲ ラ ン 12戦1勝 賞金 11，000，000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。

15076 6月28日 小雨 稍重 （26東京3）第7日 第4競走 1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

47 アルファアリエス 牡3鹿 56 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 458＋ 81：18．4 6．7�
714 モリトハリウッド 牡3鹿 56 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 510± 01：18．61� 9．7�
59 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B458± 01：18．7� 6．8�
713 トーセンスティング 牡3鹿 56 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 518－12 〃 クビ 2．7�
48 ナムラヒラリー 牝3青鹿54 内田 博幸奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 442＋ 41：19．02 3．5	
36 ヤマタケカントウ 牡3芦 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 三枝牧場 450－ 81：19．21� 253．4

35 リワードターン 牡3栗 56 田中 勝春宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社

リワード 482± 0 〃 ハナ 56．9�
11 スノーレパード 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 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 464＋ 81：19．52 20．2�

23 ゼンノヒストリエ 牡3黒鹿 56
53 ▲石川裕紀人大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 502 ―1：19．81� 33．7

612 マトリックス 牡3鹿 56 石橋 脩 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 �川 啓一 452－ 21：20．43� 32．1�
815 デルマダイマオウ 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真浅沼 廣幸氏 的場 均 千歳 社台ファーム 502 ―1：21．67 99．9�
24 スピリットチャイム 牡3栗 56 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム B482－ 21：21．7� 197．9�
611 クリスタルキー 牡3鹿 56 江田 照男北前孔一郎氏 南田美知雄 浦河 村下農場 460－ 61：21．8� 226．4�
816 ラヴィアージュ 牝3鹿 54 西田雄一郎村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新ひだか ケイアイファーム 450 ―1：21．9� 126．4�
510 ファイアボール 牡3鹿 56 戸崎 圭太�Basic 畠山 吉宏 浦河 酒井牧場 488－ 81：22．0� 21．3�
12 スイートラブリー 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太堀口 晴男氏 星野 忍 浦河 市川牧場 452 ―1：22．42� 182．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，964，800円 複勝： 41，374，100円 枠連： 18，040，800円
馬連： 52，392，400円 馬単： 30，835，700円 ワイド： 25，172，200円
3連複： 61，424，800円 3連単： 100，576，800円 計： 354，781，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 220円 � 210円 枠 連（4－7） 240円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 750円 �� 790円

3 連 複 ��� 5，380円 3 連 単 ��� 31，920円

票 数

単勝票数 計 249648 的中 � 29611（3番人気）
複勝票数 計 413741 的中 � 50745（4番人気）� 47001（5番人気）� 51740（3番人気）
枠連票数 計 180408 的中 （4－7） 57021（1番人気）
馬連票数 計 523924 的中 �� 13351（10番人気）
馬単票数 計 308357 的中 �� 4259（19番人気）
ワイド票数 計 251722 的中 �� 5868（10番人気）�� 8673（8番人気）�� 8234（9番人気）
3連複票数 計 614248 的中 ��� 8554（16番人気）
3連単票数 計1005768 的中 ��� 2284（96番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．8―12．2―12．4―11．7―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．1―29．9―42．1―54．5―1：06．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルファアリエス �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ゲ イ メ セ ン デビュー 2014．2．2 東京2着

2011．5．4生 牡3鹿 母 アルファエスパー 母母 ダイナジエルソミナ 5戦1勝 賞金 9，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ブラックグランデ号



15077 6月28日 小雨 稍重 （26東京3）第7日 第5競走 1，600�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：32．3

良
良

47 ブライトエンブレム 牡2鹿 54 田辺 裕信有限会社シルク小島 茂之 安平 ノーザンファーム 464 ―1：39．2 5．6�
24 ジャストドゥイング 牡2鹿 54 北村 宏司前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514 ―1：39．41� 4．4�
714 ク ラ シ コ 牡2鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480 ―1：39．5� 3．6�
36 ギ ン パ リ 牡2青鹿54 武士沢友治新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 守矢牧場 480 ―1：39．6� 53．9�
12 ト リ ル ビ ー 牝2鹿 54 江田 照男髙樽さゆり氏 牧 光二 新冠 武田 修一 428 ―1：39．7� 11．0�
713 エグランティーナ 牝2黒鹿54 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500 ―1：39．91� 14．8�
23 レオフラッパー 牝2栗 54 大野 拓弥	レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 434 ―1：40．11� 9．4

815 シュンクルーズ 牡2黒鹿54 大庭 和弥村田 滋氏 畠山 重則 新冠 パカパカ

ファーム 420 ―1：40．52� 94．3�
510 バ イ レ 牝2芦 54 石橋 脩 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 478 ―1：40．81� 29．8
48 ドラゴンパイロ 牡2青鹿54 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 浦河 �川 啓一 506 ―1：41．0� 39．1�
612 ヘイジーブロンド 牝2栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 444 ―1：41．31� 7．6�
611 ジ ェ ロ ニ モ 牡2栗 54 西田雄一郎平本 敏夫氏 松永 康利 様似 林 時春 464 ―1：41．4� 53．4�
59 ベルウッドツルギ 牡2鹿 54 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 メイプルファーム 442 ―1：41．5� 131．9�
11 ヒノキノカホリ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 様似 富田 恭司 454 ―1：41．71� 38．8�
816 ショウナンマドロス 牡2青鹿54 柴田 善臣国本 哲秀氏 田中 剛 新冠 ムラカミファーム 478 ―1：42．44 41．9�
35 グッドシェパード 牡2黒鹿54 伊藤 工真 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 438 ―1：43．35 102．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，625，900円 複勝： 39，603，500円 枠連： 17，852，300円
馬連： 52，965，800円 馬単： 32，256，300円 ワイド： 24，690，500円
3連複： 64，865，100円 3連単： 97，769，300円 計： 357，628，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 170円 � 140円 枠 連（2－4） 940円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 550円 �� 470円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 10，770円

票 数

単勝票数 計 276259 的中 � 39353（3番人気）
複勝票数 計 396035 的中 � 64623（2番人気）� 54085（3番人気）� 77047（1番人気）
枠連票数 計 178523 的中 （2－4） 14633（4番人気）
馬連票数 計 529658 的中 �� 28347（4番人気）
馬単票数 計 322563 的中 �� 7723（8番人気）
ワイド票数 計 246905 的中 �� 11038（3番人気）�� 13153（2番人気）�� 18274（1番人気）
3連複票数 計 648651 的中 ��� 28466（1番人気）
3連単票数 計 977693 的中 ��� 6580（10番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．5―13．0―12．7―12．2―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．9―49．9―1：02．6―1：14．8―1：27．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトエンブレム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2012．4．6生 牡2鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ベルウッドツルギ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 トリルビー号の騎手江田照男は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・12番）
※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 クラウンノキミ号・クワドループル号・コメート号・ソヴリンマンボ号

15078 6月28日 小雨 稍重 （26東京3）第7日 第6競走 ��2，400�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
2：22．1
2：22．1

良
良

816 マイケルチョウサン 牡3鹿 56 戸崎 圭太�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B476± 02：34．0 7．4�
715 ダ ー ク ビ ア 牡3黒鹿56 石橋 脩飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B500± 02：34．42� 36．1�
818 エンジェルピース 牡3鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 562－102：35．78 4．0�
714 ラフィナート 牝3黒鹿54 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 438－ 22：36．12� 10．0�
24 グッドバディー 牡3栗 56 熊沢 重文�まの 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 446－102：36．41� 186．6	
612 ユーカリノカゼ 牝3鹿 54 西田雄一郎吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 460＋ 6 〃 アタマ 112．6

611� コスモソウルメイト 牡3青鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 米 Gary L.

Chervenell B498± 02：36．5クビ 51．6�
35 ダイワゴッデス 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B470± 0 〃 クビ 11．3�
23 ディーエスプロパー 牡3栗 56 武士沢友治秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B458± 02：36．6クビ 30．2
47 デルママツタロウ 牡3黒鹿56 北村 宏司浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 468＋ 42：36．7� 7．1�
11 ビコーズサンサン 牝3黒鹿54 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 畠山牧場 424－122：37．33� 73．8�
12 クリノビシャモン 牡3鹿 56 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 528＋ 4 〃 クビ 214．1�
817 メイショウソウヨウ 牝3鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 500＋ 42：37．83 4．5�
510 クラウンビクトリー 牡3芦 56 吉田 豊�クラウン 木村 哲也 浦河 笠松牧場 482－ 42：37．9クビ 38．0�
36 ヴァイシュラヴァナ 牡3鹿 56 嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 中神牧場 506－ 42：38．53� 148．9�
59 グローバルメジャー 牡3栗 56 嘉藤 貴行永田 清男氏 土田 稔 平取 原田 新治 456＋ 42：38．6クビ 152．2�
713 レイニーアプローズ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム B456－ 62：38．81� 9．4�
48 エディプソス 牡3芦 56 田辺 裕信 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム 456± 0 （競走中止） 15．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，819，300円 複勝： 37，345，300円 枠連： 25，006，600円
馬連： 53，474，000円 馬単： 28，016，400円 ワイド： 26，253，300円
3連複： 68，051，300円 3連単： 95，054，100円 計： 357，020，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 860円 � 170円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 13，130円 馬 単 �� 26，590円

ワ イ ド �� 4，120円 �� 640円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 20，620円 3 連 単 ��� 85，710円

票 数

単勝票数 計 238193 的中 � 25649（4番人気）
複勝票数 計 373453 的中 � 40483（3番人気）� 8701（10番人気）� 69655（1番人気）
枠連票数 計 250066 的中 （7－8） 55092（1番人気）
馬連票数 計 534740 的中 �� 3154（38番人気）
馬単票数 計 280164 的中 �� 790（76番人気）
ワイド票数 計 262533 的中 �� 1578（45番人気）�� 11195（4番人気）�� 2324（31番人気）
3連複票数 計 680513 的中 ��� 2474（57番人気）
3連単票数 計 950541 的中 ��� 804（264番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．2―13．2―13．7―13．6―13．5―13．5―13．0―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．2―36．4―49．6―1：03．3―1：16．9―1：30．4―1：43．9―1：56．9―2：09．2―2：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．1
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マイケルチョウサン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．8．18 新潟11着

2011．2．19生 牡3鹿 母 プ ジ ュ リ 母母 ステイヤング 12戦1勝 賞金 6，860，000円
〔発走状況〕 ヴァイシュラヴァナ号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻4分遅延。
〔競走中止〕 エディプソス号は，競走中に疾病〔左第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。



15079 6月28日 小雨 重 （26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 7，500，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

23 ムードティアラ 牝4鹿 55 伊藤 工真�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 478＋ 61：23．0 8．0�
612� ホワイトプラネット 牝4芦 55 内田 博幸石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B504－ 4 〃 クビ 1．9�
815 シャンパンルージュ 牝4鹿 55 柴田 善臣�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B478＋ 21：24．06 13．1�
816 サプライズライン 牝3芦 52 江田 照男平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 438＋ 41：24．1クビ 16．8�
59 フレックスハート 牝4鹿 55 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B456＋ 2 〃 クビ 15．0	
713 タニセンヴォイス 牝5栗 55

52 ▲原田 和真染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 480＋101：24．2� 32．1

510 トウカイマインド 牝3鹿 52 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 448－ 21：24．3クビ 111．3�
11 プランタンビジュー 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 448－101：24．51� 8．8�
35 メリーウィドウ 牝3鹿 52 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 486－ 61：24．6� 17．6
47 スズカプリティー 牝3鹿 52 宮崎 北斗永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B454－ 61：24．7� 79．3�
12 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 二本柳 壮�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 456＋ 81：24．8� 237．9�
611 デルマアラレチャン 牝3鹿 52

49 ▲木幡 初也浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 452＋ 21：25．33 6．8�
24 フランスギャル 牝5黒鹿 55

52 ▲伴 啓太菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 B476＋ 61：25．51� 47．5�
48 トゥルヴァーユ 牝4芦 55 蛯名 正義 �グリーンファーム矢野 英一 日高 天羽 禮治 528＋ 61：26．35 44．0�
36 ウォッカマティーニ 牝3芦 52 大野 拓弥芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 B460－ 21：27．36 176．6�

（15頭）
714 エバーダンシング 牝4栗 55 田辺 裕信宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，612，100円 複勝： 56，908，400円 枠連： 19，519，400円
馬連： 77，121，400円 馬単： 39，808，300円 ワイド： 34，151，000円
3連複： 82，042，500円 3連単： 133，589，900円 計： 474，753，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 180円 � 120円 � 220円 枠 連（2－6） 580円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 300円 �� 750円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 8，630円

票 数

単勝票数 差引計 316121（返還計 2950） 的中 � 31551（3番人気）
複勝票数 差引計 569084（返還計 7593） 的中 � 71689（2番人気）� 175439（1番人気）� 50446（4番人気）
枠連票数 差引計 195194（返還計 568） 的中 （2－6） 26030（2番人気）
馬連票数 差引計 771214（返還計 19482） 的中 �� 96512（1番人気）
馬単票数 差引計 398083（返還計 10624） 的中 �� 14835（5番人気）
ワイド票数 差引計 341510（返還計 10351） 的中 �� 30832（1番人気）�� 10324（8番人気）�� 28252（2番人気）
3連複票数 差引計 820425（返還計 40865） 的中 ��� 38117（1番人気）
3連単票数 差引計1335899（返還計 61034） 的中 ��� 11211（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．6―11．9―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．2―47．1―59．0―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムードティアラ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2012．11．11 東京3着

2010．3．30生 牝4鹿 母 バアゼルローズ 母母 スターセレッソ 17戦3勝 賞金 38，020，000円
〔競走除外〕 エバーダンシング号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 メテオレイン号

15080 6月28日 雨 稍重 （26東京3）第7日 第8競走 ��3，110�第16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 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード3：27．1良

34 メイショウヨウドウ �6黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 478± 03：30．6 7．2�
57 ネオレボルーション �8青鹿60 横山 義行 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム 512＋103：30．92 8．9�
712 セ イ エ イ 牡6栗 60 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 516－ 63：31．0� 96．1�
33 � チョイワルグランパ 牡8黒鹿60 白浜 雄造�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム 512－ 23：31．42� 14．2�
610 アムールクエスト 牡5鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 476± 03：32．25 48．4	
813 サンレイデューク 牡6鹿 60 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 468－ 63：32．3� 16．6

711 オースミムーン 牡5鹿 61 中村 将之�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 478＋143：32．4� 1．9�
69 マイネルフィエスタ 牡4芦 60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 502＋ 23：33．35 7．8�
45 シャイニーブラック �7黒鹿60 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 454－ 6 〃 ハナ 12．7
22 ビービーラッシュ 牡4芦 60 五十嵐雄祐�坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 488＋ 43：33．72� 25．8�
11 � エーシンイグアス 牡6鹿 60 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 528± 03：34．23 53．8�
58 � アポロドーロス 牡5鹿 60 金子 光希アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 476－ 63：36．0大差 96．6�
46 メイショウゾウセン 牡6黒鹿60 林 満明松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 472－ 23：36．63� 70．6�
814 ハードダダンダン 牡7黒鹿60 森 一馬津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 476± 03：37．23� 27．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，408，600円 複勝： 49，549，900円 枠連： 23，997，800円
馬連： 84，026，000円 馬単： 51，693，300円 ワイド： 40，232，600円
3連複： 119，729，100円 3連単： 198，606，700円 計： 607，244，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 250円 � 1，550円 枠 連（3－5） 1，470円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 790円 �� 10，870円 �� 12，020円

3 連 複 ��� 95，320円 3 連 単 ��� 381，930円

票 数

単勝票数 計 394086 的中 � 43718（2番人気）
複勝票数 計 495499 的中 � 58370（2番人気）� 55838（3番人気）� 6763（13番人気）
枠連票数 計 239978 的中 （3－5） 12641（6番人気）
馬連票数 計 840260 的中 �� 27935（7番人気）
馬単票数 計 516933 的中 �� 7874（16番人気）
ワイド票数 計 402326 的中 �� 13900（6番人気）�� 925（69番人気）�� 836（72番人気）
3連複票数 計1197291 的中 ��� 942（176番人気）
3連単票数 計1986067 的中 ��� 377（802番人気）
上り 1マイル 1：51．2 4F 55．1－3F 41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨウドウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．3．6 阪神2着

2008．2．21生 �6黒鹿 母 ウェディングラヴ 母母 ヴィジットマン 障害：14戦3勝 賞金 95，563，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 クリスクリングル号・コブラボール号・ティンバーウルフ号・トップミノル号・フリーダムシチー号・

ボストンプラチナ号



15081 6月28日 曇 不良 （26東京3）第7日 第9競走 ��2，100�
ひ の

日 野 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

本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

510 ワールドレーヴ 牡4黒鹿57 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 464－ 62：09．0 2．9�
59 ケイジータイタン �4青鹿57 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B516－ 4 〃 アタマ 30．3�
714 ホワイトフリート 牡4芦 57 内田 博幸 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 462－ 42：09．42� 6．3�
48 スリーヨーク 牡4鹿 57 熊沢 重文永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B468－ 82：09．72 97．3�
713 オリオンザムーン 牡4栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 514－ 6 〃 クビ 30．3	
35 グラスプリマ 牝3鹿 52 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 506± 02：09．91	 8．1

36 ヴィルトグラーフ �4鹿 57 江田 照男有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 82：10．1
 9．7�
612 ヘイローフォンテン 牡4鹿 57 戸崎 圭太吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B508－ 22：10．52� 4．3�
11 ビッグバンドジャズ 牡4黒鹿57 北村 宏司下河美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 498± 02：10．92� 15．7�
12 デルマカマイタチ 牡4黒鹿57 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 488＋ 4 〃 クビ 180．0�
24 ジオメトリー 牡4栗 57 的場 勇人池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 B494－ 42：11．32� 214．8�
23 ランドントウォーク 牡3青鹿54 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B490± 02：11．61
 68．8�
816 イルポスティーノ �5栗 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B498－ 82：11．7
 51．1�
47 ウインカレント 牡3鹿 54 伊藤 工真�ウイン 高橋 祥泰 新冠 松浦牧場 486－ 62：12．01
 225．8�
815 マキシマムフロウ 牡3栗 54 石橋 脩 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム B474± 02：12．2
 10．4�
611 フレンドワン 牡5黒鹿57 田中 勝春戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 476± 02：12．52 64．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，351，100円 複勝： 68，571，000円 枠連： 26，449，900円
馬連： 112，604，800円 馬単： 55，260，800円 ワイド： 45，183，200円
3連複： 124，996，400円 3連単： 198，714，900円 計： 669，132，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 650円 � 210円 枠 連（5－5） 4，730円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 460円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 44，490円

票 数

単勝票数 計 373511 的中 � 101568（1番人気）
複勝票数 計 685710 的中 � 162495（1番人気）� 19401（9番人気）� 84889（3番人気）
枠連票数 計 264499 的中 （5－5） 4333（16番人気）
馬連票数 計1126048 的中 �� 19781（18番人気）
馬単票数 計 552608 的中 �� 5939（29番人気）
ワイド票数 計 451832 的中 �� 7615（17番人気）�� 27571（2番人気）�� 4673（24番人気）
3連複票数 計1249964 的中 ��� 11923（27番人気）
3連単票数 計1987149 的中 ��� 3238（147番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．2―12．0―12．5―12．3―12．4―12．8―12．8―12．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．1―29．3―41．3―53．8―1：06．1―1：18．5―1：31．3―1：44．1―1：56．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ワールドレーヴ �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．24 東京3着

2010．4．6生 牡4黒鹿 母 エルメスティアラ 母母 シンコウエルメス 14戦2勝 賞金 26，724，000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 コスモナイスガイ号

15082 6月28日 曇 重 （26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，25．6．22以降26．6．22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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

79 スイートサルサ 牝4栗 56 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 468＋ 21：49．9 5．6�
11 キミノナハセンター 牡3鹿 53 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474＋ 41：50．22 5．1�
810 コスモグレースフル 牡5鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 496＋ 21：50．3クビ 28．1�
44 ロジメジャー 牡5黒鹿54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 ハナ 3．3�
33 サトノネプチューン 牡4鹿 57．5 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 ハナ 4．1�
66 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝5鹿 52 嶋田 純次星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 61：50．72� 77．1	
22 ウィケットキーパー 牝5鹿 53 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B456－ 61：50．8� 38．8

67 ヘルデンテノール 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 21：51．33 9．2�
811 ノーブルジュピタ 牝4鹿 54 江田 照男吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 440－ 21：51．62 32．3�
55 フェアブレシア �5鹿 54 原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 508± 01：52．87 26．6
78 ナスノアオバ 牡3鹿 52 大野 拓弥�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 522－ 41：53．54 10．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 45，513，400円 複勝： 65，645，500円 枠連： 22，230，200円
馬連： 135，521，800円 馬単： 66，341，200円 ワイド： 48，805，100円
3連複： 138，075，700円 3連単： 261，817，700円 計： 783，950，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 200円 � 460円 枠 連（1－7） 1，330円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，550円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 15，410円 3 連 単 ��� 64，010円

票 数

単勝票数 計 455134 的中 � 64495（4番人気）
複勝票数 計 656455 的中 � 77405（4番人気）� 99232（3番人気）� 30816（7番人気）
枠連票数 計 222302 的中 （1－7） 12920（6番人気）
馬連票数 計1355218 的中 �� 53803（9番人気）
馬単票数 計 663412 的中 �� 13797（16番人気）
ワイド票数 計 488051 的中 �� 16116（9番人気）�� 4814（28番人気）�� 5894（25番人気）
3連複票数 計1380757 的中 ��� 6718（54番人気）
3連単票数 計2618177 的中 ��� 2965（228番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―36．9―48．5―1：00．6―1：12．9―1：25．0―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0

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

勝馬の
紹 介

スイートサルサ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2012．11．4 東京3着

2010．3．15生 牝4栗 母 スイートハビタット 母母 Lindesberg 11戦3勝 賞金 70，376，000円



15083 6月28日 曇 不良 （26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，25．6．22以降26．6．22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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

47 � シンボリエンパイア 牡5黒鹿56 柴田 善臣シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro
Wada 532＋ 21：35．0 4．6�

35 トロワボヌール 牝4鹿 54 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 2．9�
11 オメガセニョリーナ 牝5鹿 52 横山 典弘原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466＋ 41：35．1� 14．0�
23 ダ ノ ン ミ ル �6栗 54 内田 博幸�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 クビ 27．5�
816 タマブラックホール 牡5黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 508－ 21：35．31� 21．3�
611 タ ナ ト ス 牡6黒鹿57 大庭 和弥榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 464＋ 81：35．4クビ 18．6	
36 セイカフォルトゥナ 牝5栗 53 伊藤 工真久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 484± 0 〃 クビ 20．1

12 コスモパルダ 牡5青鹿53 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 488± 0 〃 アタマ 264．1�
59 テ ム ジ ン 牡5鹿 54 吉田 豊熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 486－ 41：35．5クビ 33．3
510 オメガスカイツリー 牡6黒鹿55 柴田 大知原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B496± 01：35．6	 59．7�
714 クラージュドール 牡4鹿 57．5 戸崎 圭太 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 61：35．92 4．7�
48 ダノンハラショー 牡7栗 53 石川裕紀人�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 454－ 21：36．53� 235．6�
815 ナリタハリケーン 牡5鹿 54 大野 拓弥�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 484＋ 61：36．71 28．3�
612 スズカヴィグラス 牡5鹿 56 蛯名 正義永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B494± 01：37．33� 7．3�
24 トウショウフォアゴ 牡7黒鹿52 宮崎 北斗トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448－ 41：38．15 382．1�
713 ユジェニックブルー 牡7黒鹿52 江田 照男 �ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上牧場 518－ 61：39．27 337．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，100，800円 複勝： 128，911，500円 枠連： 58，239，000円
馬連： 296，585，000円 馬単： 137，515，800円 ワイド： 104，760，000円
3連複： 350，222，700円 3連単： 614，008，300円 計： 1，767，343，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 150円 � 290円 枠 連（3－4） 740円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，100円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 12，020円

票 数

単勝票数 計 771008 的中 � 132636（2番人気）
複勝票数 計1289115 的中 � 220647（2番人気）� 261551（1番人気）� 90026（5番人気）
枠連票数 計 582390 的中 （3－4） 60359（1番人気）
馬連票数 計2965850 的中 �� 309545（1番人気）
馬単票数 計1375158 的中 �� 58837（3番人気）
ワイド票数 計1047600 的中 �� 85123（1番人気）�� 22748（10番人気）�� 38596（7番人気）
3連複票数 計3502227 的中 ��� 95546（5番人気）
3連単票数 計6140083 的中 ��� 37026（18番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―11．7―11．9―11．9―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．9―46．6―58．5―1：10．4―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シンボリエンパイア �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Key of Luck デビュー 2012．1．28 東京1着

2009．2．18生 牡5黒鹿 母 Miss Emma 母母 Disregard That 17戦5勝 賞金 68，881，000円
・・・〔制裁〕 シンボリエンパイア号の騎手柴田善臣は，発走後まもなくの御法（左あぶみを踏み外した）について過怠金30，000円。（被

害馬：5番）
※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 アンアヴェンジド号・ハーコット号・ブラインドサイド号

15084 6月28日 曇 重 （26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30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

612 ダイワジャスト 牡3鹿 54 柴田 善臣大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 526＋ 81：24．6 8．8�
11 イントロダクション 牝3栗 52 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 422－ 8 〃 クビ 3．6�
510 コスモエルデスト 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 442＋ 81：25．23� 5．9�
35 シゲルオオスミ 牝3鹿 52 田中 勝春森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 448－ 21：25．41 51．9�
816 エクスペリエンス 牝3栗 52

49 ▲木幡 初也市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 380＋ 6 〃 ハナ 154．8�

815 ノ ウ レ ッ ジ 牡4鹿 57 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 490－ 41：25．61� 5．4	

611 サ ト ノ オ ー 牡6芦 57 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 456－ 41：26．02� 21．3

59 レッドマニッシュ 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488＋ 41：26．1� 22．2�
24 サクラディソール 牝4鹿 55 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 420－ 41：26．2� 4．2
23 クロムレック 牡4栗 57 内田 博幸 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 518± 01：26．94 15．4�
714 ドリームリヴァール 	4黒鹿57 大庭 和弥セゾンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 438－ 2 〃 クビ 56．3�
48 アポロムーン 牝3栗 52 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 日高 藤本 友則 426－ 41：27．11� 73．1�
36 
 バースデイパーティ 牝4鹿 55 江田 照男ディアレスト 高市 圭二 様似 富田 恭司 446－111：27．2クビ 109．9�
12 カ ケ ダ シ 牡4鹿 57 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 クビ 51．8�
713 デサフィナード 牝3鹿 52 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 424＋ 61：27．83� 325．0�
47 ジ ー ニ ア イ 牡3青 54 大野 拓弥井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 478＋ 21：28．65 29．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，142，600円 複勝： 94，113，900円 枠連： 41，380，900円
馬連： 178，293，900円 馬単： 87，673，400円 ワイド： 73，305，800円
3連複： 208，103，000円 3連単： 377，619，300円 計： 1，121，632，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 240円 � 170円 � 200円 枠 連（1－6） 1，170円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 660円 �� 650円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 17，680円

票 数

単勝票数 計 611426 的中 � 54993（5番人気）
複勝票数 計 941139 的中 � 93153（5番人気）� 166020（2番人気）� 119302（4番人気）
枠連票数 計 413809 的中 （1－6） 27332（5番人気）
馬連票数 計1782939 的中 �� 86298（6番人気）
馬単票数 計 876734 的中 �� 14970（14番人気）
ワイド票数 計 733058 的中 �� 27581（8番人気）�� 28050（7番人気）�� 45529（3番人気）
3連複票数 計2081030 的中 ��� 62299（6番人気）
3連単票数 計3776193 的中 ��� 15478（42番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．2―12．5―11．6―11．4―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワジャスト �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．11．30 中山11着

2011．5．31生 牡3鹿 母 ダイワフレーズ 母母 ス カ ロ 7戦2勝 賞金 19，200，000円
〔発走状況〕 ジーニアイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻2分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジーニアイ号は，平成26年6月29日から平成26年7月20日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔その他〕 クロムレック号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クロムレック号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年7月28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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グラントリノ号・ピタゴラスコンマ号・ラブインペラートル号
（非抽選馬） 1頭 レアプラチナ号



（26東京3）第7日 6月28日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良後稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 184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

221，040，000円
7，820，000円
2，260，000円
20，040，000円
71，815，500円
6，018，800円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
439，368，800円
696，455，300円
295，681，100円
1，200，082，100円
626，516，300円
497，165，600円
1，402，842，500円
2，377，075，500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 7，535，187，200円

総入場人員 24，380名 （有料入場人員 22，990名）
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