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15001 6月1日 晴 良 （25東京3）第1日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時15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

611 トゥルヴァーユ 牝3芦 54 三浦 皇成 �グリーンファーム矢野 英一 日高 天羽 禮治 526＋101：39．8 2．7�
714 プ ル ー フ 牝3栗 54 松岡 正海近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 430－ 21：40．43� 9．2�
24 ラ グ ー ン 牝3栗 54

52 △嶋田 純次桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 452＋ 41：40．61� 6．6�
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 420－121：40．91� 75．9�
48 ストーリーライン 牝3栗 54 田中 勝春飯田 良枝氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 480－ 41：41．0� 11．1�
47 ネ ス 牝3青 54 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 454± 01：41．1� 112．4	
815 デルマアマノジャク 牝3芦 54

51 ▲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 438＋ 8 〃 クビ 106．3

11 ダームブランシュ 牝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 422－ 21：41．63 79．5�
59 ジンジャーミスト 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 432－ 21：41．8� 8．0
510 ナンダデヴィ 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 464＋ 41：41．9� 14．2�
35 イイデジャスト 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �アールエスエーカントリ土田 稔 新冠 山岡ファーム 482＋ 61：42．0クビ 88．9�
23 ティアップドリーム 牝3鹿 54 村田 一誠田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 田原橋本牧場 B470＋ 21：42．1� 25．1�
12 ポ ン マ リ ー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 460－161：42．31� 111．2�
36 モ シ モ シ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 410－ 21：43．36 4．6�
713 ウエスタンマドンナ 牝3鹿 54 柴田 善臣 �ウエスタンファーム 加藤 和宏 浦河 アイオイファーム B458－ 81：43．51� 82．0�
816 ロックザパーティ 牝3黒鹿54 丸山 元気谷口 貞保氏 金成 貴史 新冠 タニグチ牧場 420＋ 41：47．2大差 301．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，474，000円 複勝： 40，453，300円 枠連： 15，388，500円
馬連： 53，917，900円 馬単： 35，031，100円 ワイド： 27，697，400円
3連複： 75，160，700円 3連単： 114，713，000円 計： 384，835，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 210円 � 180円 枠 連（6－7） 1，090円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 510円 �� 480円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 8，640円

票 数

単勝票数 計 224740 的中 � 67802（1番人気）
複勝票数 計 404533 的中 � 86219（1番人気）� 45010（4番人気）� 59515（3番人気）
枠連票数 計 153885 的中 （6－7） 10420（5番人気）
馬連票数 計 539179 的中 �� 34406（3番人気）
馬単票数 計 350311 的中 �� 15062（3番人気）
ワイド票数 計 276974 的中 �� 13668（4番人気）�� 14698（3番人気）�� 11009（6番人気）
3連複票数 計 751607 的中 ��� 23089（4番人気）
3連単票数 計1147130 的中 ��� 9803（7番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．5―12．9―13．1―12．4―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．7―48．6―1：01．7―1：14．1―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．1
3 4，12（6，15）11，3（10，16）9，14（8，1，13）－7，5，2 4 4，12（15，11）6，3，10（9，14，16）（8，1）（7，13）2－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トゥルヴァーユ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．10．28 東京2着

2010．3．5生 牝3芦 母 グランバザール 母母 マルゼンカーニバル 6戦1勝 賞金 11，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロックザパーティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月1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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 オペラトップスター号・クリノマッキンリー号・スイートキャラメル号・フレイムミーティア号・ホッカイカトリーヌ号
（非抽選馬） 3頭 クリノアルプス号・ダテノソコヂカラ号・ティリアンパープル号

15002 6月1日 晴 良 （25東京3）第1日 第2競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時45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

23 タイキグラミー 牝3鹿 54 石橋 脩�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 450＋ 21：20．3 3．4�

35 サイレンスバード 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 488＋ 41：20．51� 10．4�
36 イーグルカッター 牡3黒鹿56 戸崎 圭太杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 474＋ 21：20．71� 1．8�
612 パトロクロス 牡3栗 56 丸山 元気村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 460± 0 〃 クビ 75．5�
48 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 494－ 41：20．91 19．3�
713 ホクレアパパ 牡3鹿 56 三浦 皇成萱場 博史氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 430＋ 21：21．11 19．3	
816 ニイラゴンゴ 牡3鹿 56 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 478－ 81：21．2� 214．3

24 トウショウパシオン 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 440＋ 41：21．3� 50．9�
611 アキノアッパー 牡3栗 56

54 △嶋田 純次穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 454± 0 〃 クビ 15．2
12 コウヨウエンプレス 牝3鹿 54 内田 博幸寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 472± 01：21．4クビ 41．4�
815 スターオブミューズ 牝3鹿 54 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 472－ 61：22．03� 48．5�
11 ストップザジョーク 牡3芦 56 蛯名 正義ポリッシュホースメイト和田 正道 新ひだか 大典牧場 454－ 41：22．1� 26．7�
714 アルファトライ 牡3鹿 56 柴山 雄一�貴悦 清水 英克 新ひだか 澤田 嘉隆 498 ―1：22．31� 95．8�
510 ミッレフィオーレ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�日進牧場 蛯名 利弘 浦河 日進牧場 446－ 61：22．83 730．1�
59 ミワノロマンス 牝3芦 54 丹内 祐次大浅 貢氏 清水 英克 日高 三輪 幸子 444＋141：23．22� 430．8�
47 エクスクルーシヴ 牡3鹿 56 武士沢友治佐々木雄二氏 田村 康仁 浦河 川越ファーム 578＋101：24．05 266．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，403，500円 複勝： 65，034，600円 枠連： 17，371，600円
馬連： 55，185，800円 馬単： 46，072，300円 ワイド： 30，678，800円
3連複： 78，217，000円 3連単： 152，263，200円 計： 471，226，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（2－3） 200円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 370円 �� 150円 �� 280円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 5，190円

票 数

単勝票数 計 264035 的中 � 61561（2番人気）
複勝票数 計 650346 的中 � 134153（2番人気）� 44105（3番人気）� 321249（1番人気）
枠連票数 計 173716 的中 （2－3） 67186（1番人気）
馬連票数 計 551858 的中 �� 28954（4番人気）
馬単票数 計 460723 的中 �� 14570（6番人気）
ワイド票数 計 306788 的中 �� 16604（4番人気）�� 69199（1番人気）�� 23629（2番人気）
3連複票数 計 782170 的中 ��� 98133（1番人気）
3連単票数 計1522632 的中 ��� 21673（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．6―30．4―42．7―55．2―1：07．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキグラミー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．10．13 東京11着

2010．4．12生 牝3鹿 母 リンクスオブタイム 母母 リンクスオブゴールド 5戦1勝 賞金 10，600，000円
〔制裁〕 ミッレフィオーレ号の騎手原田和真は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11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） 1頭 モンサンサターン号
（非抽選馬） 3頭 アルバラード号・キャニオンチャーム号・ゴッドガーデン号

第３回 東京競馬 第１日



15003 6月1日 晴 良 （25東京3）第1日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時15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

23 � トゥールモンド 牡3栗 56 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael
Verspieren 460－ 21：26．3 10．8�

815 メイスンウォー 牡3鹿 56 三浦 皇成梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 21：27．04 4．2�

24 エクセレンテ �3鹿 56 村田 一誠栗坂 崇氏 萱野 浩二 浦河 中神牧場 480－121：27．31	 16．0�
48 マ グ ネ イ ト 牡3栗 56 田辺 裕信 �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 B466－10 〃 クビ 31．1�
36 アルマライズ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 488＋ 61：27．4
 12．2	
59 � キ ャ バ ー ン 牡3栗 56

53 ▲横山 和生�グランド牧場 菊沢 隆徳 米 Yoshiyuki Ito 508－ 41：28．25 31．5

11 ゴールドマズル 牡3鹿 56 丸山 元気河村 祥史氏 土田 稔 登別 ユートピア牧場 454－101：28．62
 232．8�
714 クラウンビュレット 牡3鹿 56 中谷 雄太矢野 悦三氏 小野 次郎 新ひだか 松田牧場 486＋ 21：28．7
 34．9�
47 デュエリストシチー 牡3黒鹿56 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 出羽牧場 430＋ 41：28．8クビ 137．7
611� アントールド 牝3黒鹿54 田中 勝春�大樹ファーム 藤沢 和雄 米 Albert Bell

& Joyce Bell 526＋ 61：28．9
 10．6�
35 ハイスループット 牡3黒鹿56 西田雄一郎�ターフ・スポート大竹 正博 新冠 村田牧場 508 ―1：29．21	 206．2�
612 マイネライムライト 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム 436± 0 〃 ハナ 20．1�
12 � ヒシパシフィック 牡3鹿 56 石橋 脩阿部 雅英氏 手塚 貴久 米 Masa-

ichiro Abe 476＋ 2 〃 アタマ 2．1�
713 バッティングパワー 牡3鹿 56 戸崎 圭太島田 久氏 尾関 知人 浦河 村下 清志 466± 01：29．3クビ 26．1�
510 リヴァリーン 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438＋101：29．4	 411．5�

816 マルガリーテス 牝3鹿 54
51 ▲伴 啓太�錦岡牧場 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 410＋ 21：34．3大差 342．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，257，600円 複勝： 44，992，100円 枠連： 16，819，300円
馬連： 58，275，000円 馬単： 40，175，100円 ワイド： 31，387，400円
3連複： 76，678，000円 3連単： 125，406，300円 計： 420，990，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 240円 � 170円 � 460円 枠 連（2－8） 1，330円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 630円 �� 2，130円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 58，540円

票 数

単勝票数 計 272576 的中 � 19972（4番人気）
複勝票数 計 449921 的中 � 48061（3番人気）� 90177（2番人気）� 20882（7番人気）
枠連票数 計 168193 的中 （2－8） 9375（5番人気）
馬連票数 計 582750 的中 �� 23909（5番人気）
馬単票数 計 401751 的中 �� 6813（14番人気）
ワイド票数 計 313874 的中 �� 12958（5番人気）�� 3511（27番人気）�� 5169（17番人気）
3連複票数 計 766780 的中 ��� 4793（38番人気）
3連単票数 計1254063 的中 ��� 1581（172番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．0―48．5―1：01．1―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トゥールモンド �
�
父 Muhtathir �

�
母父 Intikhab デビュー 2012．9．23 中山3着

2010．3．27生 牡3栗 母 Toupie 母母 Turpitude 7戦1勝 賞金 10，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルガリーテス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月1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） 1頭 フレーズデボワ号
（非抽選馬） 3頭 クリーンオトコギ号・ハリマヤヨサコイ号・ムネニアオリボン号

15004 6月1日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京3）第1日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時45分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：17．5良・良

69 ローレルエルヴェル 牡8鹿 60 草野 太郎 �ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 452－ 43：20．7 5．4�
58 � セフティーフライト 牡4栗 60 難波 剛健原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 450＋ 23：20．8� 5．5�
57 シンボリルルド �6鹿 60 山本 康志シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 458－ 4 〃 ハナ 49．5�
34 	 ジョーマダガスカル �4鹿 60 田村 太雅上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 498－ 23：21．22
 7．6�
45 ニシノファブレッド 牡5鹿 60 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 B484－ 43：21．3� 9．1�
11 ジョープラチネラ 牝5鹿 58 平沢 健治上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 460＋ 43：21．93
 2．5	
813 ヨドノエース 牡4黒鹿60 小野寺祐太海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 466－ 43：22．43 40．2

712 トーセンドンファン 牡6黒鹿 60

57 ▲原田 和真島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 バンブー牧場 476－ 23：23．14 14．5�
33 エースドライバー �4鹿 60

57 ▲山崎 亮誠 キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462＋ 23：24．69 97．3�
22 ラシアンウッズ �5鹿 60 大江原 圭林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 454－ 63：24．7
 40．7�
814 アンシャンテルール 牝5黒鹿58 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 454－ 23：27．7大差 95．5�
46 ラッシュザワーク 牡6栗 60 金子 光希 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 492－ 2 （競走中止） 52．5�
711 ペイトリッツデイ 牡4鹿 60 蓑島 靖典髙瀬 真尚氏 高木 登 新冠 前川 隆範 B504－ 2 （競走中止） 21．3�
610 メイショウドレイク 牡8黒鹿60 石神 深一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 516± 0 （競走中止） 57．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，667，300円 複勝： 28，987，500円 枠連： 13，988，800円
馬連： 44，543，100円 馬単： 30，108，300円 ワイド： 21，002，200円
3連複： 60，417，500円 3連単： 95，361，900円 計： 314，076，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 200円 � 1，070円 枠 連（5－6） 1，330円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 640円 �� 4，160円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 15，290円 3 連 単 ��� 54，560円

票 数

単勝票数 計 196673 的中 � 28748（2番人気）
複勝票数 計 289875 的中 � 40246（3番人気）� 44755（2番人気）� 5445（11番人気）
枠連票数 計 139888 的中 （5－6） 7809（7番人気）
馬連票数 計 445431 的中 �� 20163（7番人気）
馬単票数 計 301083 的中 �� 7098（11番人気）
ワイド票数 計 210022 的中 �� 8691（7番人気）�� 1193（42番人気）�� 1982（27番人気）
3連複票数 計 604175 的中 ��� 2918（46番人気）
3連単票数 計 953619 的中 ��� 1290（158番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 53．2－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルエルヴェル �
�
父 フサイチソニック �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー 2007．8．12 新潟1着

2005．2．28生 牡8鹿 母 ロドリゴエミリ 母母 ナスノエンゼル 障害：5戦1勝 賞金 12，700，000円
〔競走中止〕 メイショウドレイク号は，1周目5号障害〔竹柵〕飛越の際にバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。

ペイトリッツデイ号は，2周目6号障害〔いけ垣〕飛越の際にバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。
ラッシュザワーク号は，2周目6号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「ペイトリッツデイ」号の影響で，騎手が落馬したため
競走中止。

〔制裁〕 シンボリルルド号の騎手山本康志は，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。
（非当選馬） 1頭 ブリッサ号



15005 6月1日 晴 良 （25東京3）第1日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時35分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

710 トーセンシルエット 牝2芦 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 448 ―1：24．2 35．7�

11 デスティニーラブ 牝2黒鹿54 田辺 裕信金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 434 ― 〃 クビ 2．9�
44 ホ ト ト ヤ エ 牝2黒鹿54 蛯名 正義井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム 472 ―1：24．3� 5．0�
57 コスモドーム 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 446 ―1：24．62 12．6�
68 マキャヴィティ 牡2栗 54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス	 萩原 清 千歳 社台ファーム 492 ―1：24．81� 5．1

812 タイキフォンテーヌ 牝2鹿 54 丸山 元気�大樹ファーム 黒岩 陽一 浦河 日田牧場 424 ― 〃 ハナ 67．3�
56 クラウンシンホニー 牝2鹿 54 津村 明秀矢野 悦三氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 462 ― 〃 ハナ 14．8�
69 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 478 ―1：24．9クビ 21．7
22 ドリスバローズ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太猪熊 広次氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 414 ―1：25．85 6．6�
711 アミフジテンショウ 牝2栗 54 丹内 祐次内藤 好江氏 矢野 照正 日高 内藤牧場 510 ― 〃 クビ 17．1�
33 パンテラネグラ 牡2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 えりも エクセルマネジメント 416 ―1：26．01� 19．3�
45 レッドローズキング 牡2栗 54 吉田 豊小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 444 ―1：27．06 79．6�
813 ライクアラヴァー 牝2栗 54 柴田 大知�ミルファーム 粕谷 昌央 新ひだか 真歌田中牧場 432 ―1：27．31	 147．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，883，000円 複勝： 37，523，900円 枠連： 16，064，200円
馬連： 55，636，100円 馬単： 37，268，700円 ワイド： 24，886，900円
3連複： 68，339，200円 3連単： 109，312，800円 計： 375，914，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，570円 複 勝 � 690円 � 160円 � 170円 枠 連（1－7） 1，940円

馬 連 �� 6，710円 馬 単 �� 18，530円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 1，930円 �� 370円

3 連 複 ��� 9，240円 3 連 単 ��� 91，780円

票 数

単勝票数 計 268830 的中 � 5947（10番人気）
複勝票数 計 375239 的中 � 9876（10番人気）� 76142（1番人気）� 68364（2番人気）
枠連票数 計 160642 的中 （1－7） 6122（11番人気）
馬連票数 計 556361 的中 �� 6123（27番人気）
馬単票数 計 372687 的中 �� 1485（66番人気）
ワイド票数 計 248869 的中 �� 2987（29番人気）�� 2975（30番人気）�� 18807（1番人気）
3連複票数 計 683392 的中 ��� 5464（34番人気）
3連単票数 計1093128 的中 ��� 879（316番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．2―12．8―12．1―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．8―36．0―48．8―1：00．9―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンシルエット �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2011．1．30生 牝2芦 母 トーセンビレッタ 母母 フェザーマイハット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 トーセンシルエット号は，枠入り不良。

15006 6月1日 晴 良 （25東京3）第1日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走13時05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

23 ドラゴンウォー 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 496－ 62：26．7 13．7�
713 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 432－ 22：27．01� 8．6�
48 テワヒポウナム 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 440＋ 42：27．21� 8．5�
714 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－ 62：27．51� 27．3�
59 オリジナルスマイル 	3鹿 56 勝浦 正樹 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 496＋ 4 〃 ハナ 10．2�
12 タイセイゴディス 牝3鹿 54 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 442－ 6 〃 アタマ 77．8	
612 パイナップルリリー 牝3黒鹿54 柴山 雄一
Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 450＋ 22：27．82 256．2�
35 オーゴンプリンス 牡3鹿 56 江田 照男永田 清男氏 高木 登 浦河 市川フアーム 476－ 4 〃 ハナ 80．9�
11 トドロキカポネサン 牡3黒鹿56 村田 一誠原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 420＋ 82：28．01 200．7
815 マ コ ロ ン 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生岡 浩二氏 小笠 倫弘 むかわ 市川牧場 438＋ 4 〃 クビ 45．0�
47 スイートワルツ 牝3鹿 54 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 478＋102：28．31� 244．7�
510 フィードベア 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行秀 大和田 成 日高 法理牧場 458－112：28．4� 306．1�
816 ローレルトレジャー 	3鹿 56 宮崎 北斗 
ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 信義 466± 02：28．5� 81．7�
611 サクセスカサノヴァ 牡3鹿 56 蛯名 正義髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 488＋ 8 〃 ハナ 3．2�
24 ローレルナガバナシ 牡3栗 56 丹内 祐次 
ローレルレーシング 清水 英克 浦河 グランデファーム B464± 02：28．81� 23．3�
36 イーグルモア 牡3栗 56 石橋 脩 
千葉パブリックゴ

ルフコース 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 450＋ 22：29．12 2．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，931，200円 複勝： 45，377，700円 枠連： 17，749，400円
馬連： 59，223，300円 馬単： 42，156，400円 ワイド： 31，419，000円
3連複： 77，283，300円 3連単： 135，190，900円 計： 437，331，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 400円 � 310円 � 330円 枠 連（2－7） 2，060円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 9，580円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 1，530円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 15，870円 3 連 単 ��� 93，340円

票 数

単勝票数 計 289312 的中 � 16685（6番人気）
複勝票数 計 453777 的中 � 28732（6番人気）� 40391（3番人気）� 37134（5番人気）
枠連票数 計 177494 的中 （2－7） 6378（10番人気）
馬連票数 計 592233 的中 �� 7980（19番人気）
馬単票数 計 421564 的中 �� 3249（35番人気）
ワイド票数 計 314190 的中 �� 4565（20番人気）�� 5072（18番人気）�� 6221（14番人気）
3連複票数 計 772833 的中 ��� 3596（48番人気）
3連単票数 計1351909 的中 ��� 1069（254番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．3―12．5―12．5―12．5―12．9―12．3―12．2―12．0―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．8―36．1―48．6―1：01．1―1：13．6―1：26．5―1：38．8―1：51．0―2：03．0―2：14．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンウォー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Anees デビュー 2012．7．28 新潟8着

2010．2．6生 牡3鹿 母 アロングザシー 母母 Russian Flight 11戦1勝 賞金 8，650，000円



15007 6月1日 晴 良 （25東京3）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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

11 ダンシングミッシー 牝4鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 21：25．0 1．5�
510 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 464＋ 41：25．1� 19．9�
35 デプロマトウショウ 牝4鹿 55 蛯名 正義トウショウ産業� 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 452± 0 〃 クビ 15．1�
59 ミルキーブロード 牝4芦 55 田辺 裕信半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B488± 01：25．2� 9．5�
611� パイライトパワー 牝4鹿 55 横山 典弘西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 444－ 21：25．41� 11．4	
612 エバーグレーズ 牝3黒鹿52 田中 勝春 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 新ひだか ヒサイファーム 438－ 41：25．93 29．6

12 ビーキュート 牝4鹿 55

52 ▲横山 和生 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 81：26．11	 125．7�

24 ランドクイーン 牝3栗 52 勝浦 正樹山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大
作ステーブル 484＋141：26．41� 53．6�

23 キョウエイヒドラ 牝5栗 55 三浦 皇成田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 490－ 41：26．72 87．6
48 レッドマニッシュ 牝3黒鹿52 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 ハナ 14．4�
47 バーニングハート 牝3鹿 52 松岡 正海吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 428－ 61：26．8クビ 27．4�
36 ビッグダージリン 牝3鹿 52 丸山 元気関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B462± 0 〃 クビ 20．7�
714 エフティチャーミー 牝3鹿 52 戸崎 圭太吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 442－ 21：27．43	 32．9�
815� ハルトリーゲル 牝4黒鹿 55

52 ▲原田 和真�石田牧場 松永 康利 新冠 石田牧場 474＋ 61：27．61� 519．1�
713 ゴールデンポケット 牝4栗 55 田中 博康小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B456＋ 81：28．77 226．2�
816 ハヤブサソング 牝4鹿 55 石橋 脩武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476－121：29．12	 341．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，102，200円 複勝： 114，396，900円 枠連： 25，695，400円
馬連： 80，934，800円 馬単： 62，763，100円 ワイド： 40，820，600円
3連複： 103，659，900円 3連単： 205，808，200円 計： 675，181，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 220円 枠 連（1－5） 330円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 410円 �� 360円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 8，210円

票 数

単勝票数 計 411022 的中 � 224179（1番人気）
複勝票数 計1143969 的中 � 760627（1番人気）� 46316（4番人気）� 59983（3番人気）
枠連票数 計 256954 的中 （1－5） 58739（1番人気）
馬連票数 計 809348 的中 �� 52900（5番人気）
馬単票数 計 627631 的中 �� 32070（5番人気）
ワイド票数 計 408206 的中 �� 25664（4番人気）�� 30293（2番人気）�� 7465（14番人気）
3連複票数 計1036599 的中 ��� 31090（7番人気）
3連単票数 計2058082 的中 ��� 18522（16番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．1―12．4―12．6―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．4―47．8―1：00．4―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンシングミッシー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．12．3 中山7着

2009．4．6生 牝4鹿 母 シルクダンシング 母母 ダンシンググラス 11戦3勝 賞金 31，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サザランディー号
（非抽選馬） 4頭 アリアーヌ号・サンキストビーチ号・ブロッケン号・ルーナピエーナ号

15008 6月1日 晴 良 （25東京3）第1日 第8競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走14時05分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

612 トーセンセカイオー 牡4鹿 57 横山 典弘島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 490＋ 62：13．3 2．3�
611 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 488＋ 22：13．72� 10．5�
36 トウショウカムイ 牡5鹿 57 石橋 脩トウショウ産業� 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 502± 0 〃 クビ 20．7�
714� リワードレブロン 牡5鹿 57

54 ▲横山 和生宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 480＋ 22：14．44 234．6�

59 シンボリプロント 牡4黒鹿57 吉田 隼人シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 456－ 22：14．5� 89．2	
11 インパルション 牡4鹿 57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 466＋ 22：14．71� 8．2

12 ヤマニンティグル 牡5鹿 57 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 B468－122：14．8� 342．6�
35 アプリコーゼ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 530＋ 82：14．9クビ 3．7
713 ステアトゥヘヴン 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 520－ 2 〃 クビ 15．0�
815� マックスロノ 牡4栗 57 内田 博幸田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 B486± 02：15．0クビ 43．7�
24 メイスンキャプテン 牡4栗 57 柴田 善臣梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 504± 0 〃 ハナ 7．7�
48 シンボリシュテルン 牡5黒鹿57 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 528－ 6 〃 クビ 145．2�
23 サ リ エ ン テ 	4栗 57 津村 明秀モナコ商事� 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 470－ 42：15．53 331．4�
510 ティアップロージズ 牡3黒鹿54 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 466＋ 82：16．13� 79．2�
816 ヤマニンパンテオン 牡3鹿 54 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 434± 02：16．42 108．0�
47 フクノカシオペア 牝3栗 52 的場 勇人福島 実氏 小島 茂之 浦河 バンブー牧場 482＋ 62：17．03� 92．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，085，100円 複勝： 57，126，400円 枠連： 25，548，500円
馬連： 94，408，200円 馬単： 58，016，400円 ワイド： 39，457，100円
3連複： 114，716，100円 3連単： 205，773，100円 計： 632，130，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 270円 � 410円 枠 連（6－6） 1，170円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 430円 �� 920円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 18，150円

票 数

単勝票数 計 370851 的中 � 130036（1番人気）
複勝票数 計 571264 的中 � 173571（1番人気）� 46815（5番人気）� 27025（7番人気）
枠連票数 計 255485 的中 （6－6） 16197（6番人気）
馬連票数 計 944082 的中 �� 57622（4番人気）
馬単票数 計 580164 的中 �� 26159（4番人気）
ワイド票数 計 394571 的中 �� 24731（2番人気）�� 10395（12番人気）�� 5496（18番人気）
3連複票数 計1147161 的中 ��� 17347（15番人気）
3連単票数 計2057731 的中 ��� 8369（57番人気）

ハロンタイム 7．3―11．6―12．6―13．3―13．2―13．2―13．0―12．4―12．0―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．9―31．5―44．8―58．0―1：11．2―1：24．2―1：36．6―1：48．6―2：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．7
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンセカイオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Event of the Year デビュー 2012．1．5 中山6着

2009．3．8生 牡4鹿 母 スリリングヴィクトリー 母母 Golden Shadows 18戦3勝 賞金 35，650，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モネロ号



15009 6月1日 晴 良 （25東京3）第1日 第9競走 ��
��1，600�

こ く ぶ ん じ

国 分 寺 特 別
発走14時35分 （芝・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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

22 トーセンマルス 牡5鹿 57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 434－ 41：33．5 15．2�
66 アールデュラン �4鹿 57 三浦 皇成星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 476± 0 〃 クビ 4．4�
89 	 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± 01：33．71
 2．5�
44 サトノペガサス �5鹿 57 田中 勝春里見 治氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 438－ 21：33．8� 9．2�
77 	 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 B482－ 61：33．9クビ 72．2	
33 	 ドクトルコスモ 牝4栗 55 横山 和生湯澤 寛氏 松永 康利 浦河 畔高牧場 434－ 21：34．22 237．3

55 ヴィオラーネ 牝4青鹿55 内田 博幸平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 454－ 41：34．62� 5．7�
78 マイネルナタリス 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 61：34．7� 26．5�
810 テイエムブシドー 牡3鹿 54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 458＋ 61：35．01� 5．3
11 シュリメジャー 牡3黒鹿54 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 466＋ 61：35．85 34．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，562，200円 複勝： 53，529，500円 枠連： 19，861，800円
馬連： 91，964，800円 馬単： 57，828，000円 ワイド： 34，667，000円
3連複： 98，495，200円 3連単： 229，203，300円 計： 620，111，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 260円 � 150円 � 130円 枠 連（2－6） 3，100円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 6，500円

ワ イ ド �� 630円 �� 530円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 19，690円

票 数

単勝票数 計 345622 的中 � 18019（6番人気）
複勝票数 計 535295 的中 � 39658（6番人気）� 103128（2番人気）� 139869（1番人気）
枠連票数 計 198618 的中 （2－6） 4738（11番人気）
馬連票数 計 919648 的中 �� 26382（11番人気）
馬単票数 計 578280 的中 �� 6572（25番人気）
ワイド票数 計 346670 的中 �� 12430（10番人気）�� 14901（8番人気）�� 43071（1番人気）
3連複票数 計 984952 的中 ��� 41051（5番人気）
3連単票数 計2292033 的中 ��� 8591（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．1―47．5―59．3―1：10．8―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．2
3 4（9，10）（1，5，8）（3，7，6）－2 4 ・（4，9）（1，10）（5，8）（3，7，6）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンマルス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2010．10．23 東京2着

2008．3．28生 牡5鹿 母 アクアプラネット 母母 スターアルファ 20戦2勝 賞金 30，364，000円

15010 6月1日 曇 良 （25東京3）第1日 第10競走 ��
��2，000�

い な む ら が さ き

稲 村 ヶ 崎 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
1：56．1
1：56．1

良
良

57 ステラウインド 牡4黒鹿57 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 466± 02：00．6 2．0�
11 シャドウバンガード 牡4黒鹿57 勝浦 正樹飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 432－ 62：00．81 7．1�
22 ロックンロール 牡6黒鹿57 津村 明秀薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 522－ 6 〃 アタマ 28．8�
44 ナンデヤネン 牡6青 57 石橋 脩杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 486－ 2 〃 クビ 81．3�
69 ゴールドブライアン 牡5青鹿57 内田 博幸杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 464－ 6 〃 ハナ 16．4�
33 ヒールゼアハーツ 牡5栗 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 498± 02：00．9クビ 9．6	
56 ケイアイチョウサン 牡3黒鹿54 戸崎 圭太
チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 440＋ 62：01．11� 5．0�
812 ツインエンジェルズ 牝5青 55 柴田 善臣吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 452± 02：01．2	 88．4�
45 
 ユウターウェーヴ 牡6栗 57 田中 勝春北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 496＋ 4 〃 アタマ 54．9
711 ショウナンバーズ 牡5鹿 57 丸山 元気国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496－18 〃 ハナ 18．9�
68 マルターズグロウヴ 牡5黒鹿57 村田 一誠藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 498－ 22：01．62� 392．1�
813 クワイアーソウル 牡5黒鹿57 横山 典弘
ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 500－ 42：01．7� 42．1�
710 エアルプロン 牡4鹿 57 三浦 皇成 
ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480± 02：02．01	 11．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，821，300円 複勝： 75，436，700円 枠連： 33，507，200円
馬連： 136，179，600円 馬単： 89，197，400円 ワイド： 53，709，400円
3連複： 163，801，800円 3連単： 345，064，500円 計： 943，717，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 190円 � 450円 枠 連（1－5） 460円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 290円 �� 870円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 9，970円

票 数

単勝票数 計 468213 的中 � 190354（1番人気）
複勝票数 計 754367 的中 � 233277（1番人気）� 95420（3番人気）� 29736（8番人気）
枠連票数 計 335072 的中 （1－5） 53957（1番人気）
馬連票数 計1361796 的中 �� 171863（1番人気）
馬単票数 計 891974 的中 �� 85216（1番人気）
ワイド票数 計 537094 的中 �� 53641（2番人気）�� 14447（10番人気）�� 7116（22番人気）
3連複票数 計1638018 的中 ��� 36126（12番人気）
3連単票数 計3450645 的中 ��� 25552（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．4―37．8―50．6―1：03．3―1：15．2―1：26．7―1：37．9―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．4―3F33．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステラウインド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2012．1．5 中山4着

2009．3．1生 牡4黒鹿 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ 11戦4勝 賞金 65，498，000円



15011 6月1日 曇 良 （25東京3）第1日 第11競走 ��
��1，400�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，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 17，400，000円 5，700，000
5，700，000

円
円 2，600，000円 1，740，000円

付 加 賞 364，000円 78，000
78，000

円
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 ブライトライン 牡4青 57 松岡 正海�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 516－101：23．7 3．0�
35 ホクセツダンス 牝5栗 55 蛯名 正義平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 446± 01：24．02 23．7�
47 キョウワダッフィー 牡5鹿 57 石橋 脩�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 458± 0 〃 同着 2．8�
510 ディーエスコンドル 牡5鹿 57 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 464＋ 21：24．21� 39．0�
611	 カネトシイナーシャ 牡5黒鹿57 田中 勝春兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 482± 01：24．3クビ 7．6	
12 シルバーキセキ 牝6黒鹿55 柴山 雄一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 450－121：24．51
 66．4

714 チャンピオンラブ 牡7青鹿57 戸崎 圭太坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 492＋ 21：24．82 34．4�
612 デザートオアシス 牡5鹿 57 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524－ 81：25．01
 5．1�
11 マ ル コ フ ジ 牡5栗 57 吉田 豊岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 468－ 4 〃 ハナ 26．8
36 エチゴイチエ 牡5鹿 57 津村 明秀齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 476－ 21：25．21
 34．6�
816� ダ イ バ ク フ 牡8鹿 57 伴 啓太柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 494－ 21：25．3クビ 351．1�
24 レッドヴァンクール 牡7鹿 57 丸山 元気 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 532＋ 21：25．51
 203．8�
815 ルグランヴォヤージ 牡6芦 57 荻野 琢真 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B512－ 61：26．03 39．6�
59 イーグルドライヴ 牡6栗 57 柴田 大知�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B530＋141：27．610 183．4�
48 ウッドシップ 牝5鹿 55 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 476＋ 2 〃 クビ 96．4�
713	 カフェレジェンド 牡8青鹿57 勝浦 正樹西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor 526＋ 81：27．91� 152．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，086，800円 複勝： 115，903，100円 枠連： 66，506，600円
馬連： 260，631，800円 馬単： 147，738，500円 ワイド： 96，158，400円
3連複： 342，908，300円 3連単： 667，802，500円 計： 1，764，736，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 �
�

420円
120円 枠 連（2－3）（2－4）

710円
240円

馬 連 ��
��

1，080円
240円 馬 単 ��

��
1，580円
390円

ワ イ ド ��
��

940円
220円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ���
���

6，230円
3，250円

票 数

単勝票数 計 670868 的中 � 179405（2番人気）
複勝票数 計1159031 的中 � 246203（2番人気）� 44937（5番人気）� 332135（1番人気）
枠連票数 計 665066 的中 （2－3） 30261（5番人気）（2－4） 117540（1番人気）
馬連票数 計2606318 的中 �� 76437（7番人気）�� 461916（1番人気）
馬単票数 計1477385 的中 �� 31761（12番人気）�� 152739（1番人気）
ワイド票数 計 961584 的中 �� 22237（9番人気）�� 138222（1番人気）�� 24128（7番人気）
3連複票数 計3429083 的中 ��� 126890（5番人気）
3連単票数 計6678025 的中 ��� 39335（29番人気）��� 76397（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．2―47．1―59．2―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトライン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 King of Kings デビュー 2011．9．4 小倉4着

2009．5．6生 牡4青 母 シェリーズスマイル 母母 Thunder Maid 17戦4勝 賞金 99，053，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 エステーラブ号・キモンレッド号・クランチタイム号・サトノデートナ号・スピードリッパー号・

タイセイファントム号・ダンシングマオ号・テープカット号・ネオザウイナー号・ブルーソックス号・
モエレジュンキン号・ヤマノサファイア号

15012 6月1日 曇 良 （25東京3）第1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

510 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 464－ 21：21．6 6．3�
35 ルネッタアスール 牝4鹿 55 戸崎 圭太青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 462± 01：21．91� 5．1�
47 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 480－ 4 〃 アタマ 14．6�
24 ネロディアマンテ 牝3青 52 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 61：22．11� 4．5�
11 ダイワベスパー 牝4黒鹿55 蛯名 正義大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 428＋ 2 〃 クビ 8．2�
59 レッドルイーザ 牝4栗 55 柴山 雄一 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 468± 01：22．2クビ 13．5

23 スターゲイジング 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 482－ 2 〃 クビ 61．8�
713 ユキノアイオロス �5鹿 57 西村 太一井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 474－ 81：22．41� 60．1�
611 クレバーオーロラ 牝4芦 55 柴田 大知本間 充氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 462＋ 2 〃 ハナ 132．4
612 ヘリオスフィア 牡4黒鹿57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B470－ 21：22．5クビ 55．1�
12 	 サンデンマックス 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 500＋ 6 〃 クビ 77．6�
714 サクラグランレーヴ 牡3鹿 54 内田 博幸	さくらコマース久保田貴士 新ひだか 新和牧場 454－ 21：22．6クビ 5．7�
715 ロードシュプリーム 牡3鹿 54 田辺 裕信 	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 502－ 81：22．7� 17．1�
36 シーユーアラウンド 牡3黒鹿54 松岡 正海吉田 勝己氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム 446－ 81：22．8
 22．6�
816 スマイルゲート 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 和生 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 452＋ 61：22．9� 84．3�

818 キタサンミカヅキ 牡3鹿 54 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 520－ 2 〃 アタマ 20．5�
817 ベルウッドシーマ 牡3黒鹿54 平野 優鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 506＋101：23．21� 283．4�
48 	 チュウワダンサー 牝4芦 55 江田 照男中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 454＋101：23．51� 237．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 53，545，300円 複勝： 88，053，400円 枠連： 44，048，300円
馬連： 154，593，400円 馬単： 84，014，200円 ワイド： 64，093，700円
3連複： 202，693，300円 3連単： 347，384，100円 計： 1，038，425，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 220円 � 400円 枠 連（3－5） 990円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，740円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 8，180円 3 連 単 ��� 41，450円

票 数

単勝票数 計 535453 的中 � 67390（4番人気）
複勝票数 計 880534 的中 � 119679（2番人気）� 116410（3番人気）� 49831（7番人気）
枠連票数 計 440483 的中 （3－5） 32978（4番人気）
馬連票数 計1545934 的中 �� 70464（4番人気）
馬単票数 計 840142 的中 �� 17300（10番人気）
ワイド票数 計 640937 的中 �� 21819（6番人気）�� 8866（20番人気）�� 10618（16番人気）
3連複票数 計2026933 的中 ��� 18300（23番人気）
3連単票数 計3473841 的中 ��� 6186（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．0―47．9―59．3―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．7
3 10（5，11）7（1，13）（2，8）（3，14）（4，12）（6，16）（9，15）－（18，17） 4 ・（10，11）（5，7）（1，2，13）（8，14）（3，4）12（9，6，16）15（18，17）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミ ナ レ ッ ト �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2012．8．4 新潟1着

2010．4．12生 牝3鹿 母 ノ ワ ゼ ッ ト 母母 ファーディーン 12戦2勝 賞金 20，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カシノデューク号・レッドストラーダ号



（25東京3）第1日 6月1日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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 手 当

182，430，000円
2，080，000円
7，600，000円
1，450，000円
16，230，000円
66，402，000円
5，354，800円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
431，819，500円
766，815，100円
312，549，600円
1，145，493，800円
730，369，500円
495，977，900円
1，462，370，300円
2，733，283，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，078，679，500円

総入場人員 29，094名 （有料入場人員 27，498名）
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