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15085 6月29日 曇 不良 （26東京3）第8日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走9時55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
1：34．1
1：33．3

不良
良

35 ハタノエンジェル 牝3鹿 54 柴田 善臣 �グッドラック・ファーム 藤沢 和雄 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 480＋ 61：37．6 2．9�

610 サウザンドオークス 牝3栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド B440± 01：37．81� 2．9�
23 グランドエンジェル 牝3鹿 54 武士沢友治�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440± 01：38．01� 10．0�
58 ビ オ レ ン ト 牝3栗 54 大野 拓弥細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 464－ 21：38．1� 4．8�
713 ボビンレース 牝3栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 468－ 81：38．63 13．4�
815 インパルスガール 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 	グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 金成吉田牧場 450－ 4 〃 クビ 30．3

712 ローズオヌットゥ 牝3鹿 54 丸田 恭介栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 392＋ 61：38．7クビ 24．6�
611 ダイオプサイド 牝3栗 54 宮崎 北斗平井 裕氏 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 482± 01：38．91� 60．6�
47 コ ア ク マ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 406＋ 61：39．11� 28．8
814 スイートソフィー 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人シンボリ牧場 尾形 和幸 新ひだか シンボリ牧場 456＋10 〃 クビ 129．8�
11 ユキノサンブライト 牝3鹿 54 吉田 豊井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 464＋121：39．41� 23．1�
46 クリアレイク 牝3鹿 54 的場 勇人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 438－ 21：39．82� 166．7�
59 トレランシア 牝3栗 54 嶋田 純次山口 敦広氏 和田正一郎 えりも エクセルマネジメント 428± 01：40．01 240．8�
34 ネ メ シ ス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田スタツド 456＋141：40．53 112．7�
22 ノ ア ポ ル テ 牝3鹿 54 西田雄一郎佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 水上 習孝 436＋ 21：40．71� 227．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，589，500円 複勝： 30，472，400円 枠連： 10，381，100円
馬連： 50，297，200円 馬単： 29，615，100円 ワイド： 23，030，500円
3連複： 65，391，200円 3連単： 104，243，000円 計： 330，020，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 170円 枠 連（3－6） 500円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 220円 �� 360円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 3，810円

票 数

単勝票数 計 165895 的中 � 44392（2番人気）
複勝票数 計 304724 的中 � 83286（1番人気）� 58207（2番人気）� 34903（4番人気）
枠連票数 計 103811 的中 （3－6） 15861（1番人気）
馬連票数 計 502972 的中 �� 72143（1番人気）
馬単票数 計 296151 的中 �� 20499（1番人気）
ワイド票数 計 230305 的中 �� 29496（1番人気）�� 15387（4番人気）�� 13164（5番人気）
3連複票数 計 653912 的中 ��� 48844（2番人気）
3連単票数 計1042430 的中 ��� 19813（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．7―48．2―1：01．1―1：13．5―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハタノエンジェル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Septieme Ciel デビュー 2013．9．14 中山4着

2011．2．9生 牝3鹿 母 ヴィヴィッドエンジェル 母母 Setting 6戦1勝 賞金 12，300，000円
※トレランシア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

15086 6月29日 晴 不良 （26東京3）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時20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 タ ニ タ ニ 牡3黒鹿56 蛯名 正義中村 祐子氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 518－ 21：24．7 9．8�
48 トウカイリーブル 牡3鹿 56 江田 照男内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 B468－ 21：24．8� 31．2�
816 アンフォルタス 牡3鹿 56 丸田 恭介伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 480＋ 6 〃 ハナ 47．9�
11 サウスキング 牡3黒鹿56 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 474－ 4 〃 アタマ 14．3�
35 アルディバイン 牡3鹿 56 柴田 善臣髙樽さゆり氏 古賀 慎明 浦河 山下 恭茂 482＋ 8 〃 ハナ 2．8�
714 ブラックメイプル 牡3鹿 56 N．ローウィラー 松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 水丸牧場 502－ 61：24．9� 4．1�

（豪）

713 トウショウエディタ 牡3鹿 56 石橋 脩トウショウ産業	 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456＋ 41：25．22 26．5

36 ダノンブロンコ �3鹿 56 嘉藤 貴行	ダノックス 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 452－301：25．3� 18．1�
611 ミライヘノマイ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 480－ 81：25．4クビ 60．2�
510 ローレルパシオン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也 	ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 452－ 21：25．5� 98．6
612 ダイメイリシャール 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 478± 01：25．92� 5．7�
12 ハ ブ ー ブ �3芦 56 宮崎 北斗 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 464± 01：26．0� 11．1�
59 デモクラシー 牡3鹿 56 西田雄一郎藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B452－ 81：26．95 142．7�
24 シゲルゴウシュウ 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 仲野牧場 478－ 61：27．64 193．9�
815 トウショウブランド 牡3青鹿56 的場 勇人トウショウ産業	 的場 均 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 532 ― 〃 クビ 64．6�
47 ハクタイノカカク 牡3黒鹿56 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 61：28．13 45．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，671，100円 複勝： 30，248，100円 枠連： 13，116，000円
馬連： 51，889，400円 馬単： 28，336，500円 ワイド： 23，815，800円
3連複： 63，474，300円 3連単： 93，616，500円 計： 322，167，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 340円 � 750円 � 1，140円 枠 連（2－4） 7，400円

馬 連 �� 15，180円 馬 単 �� 28，790円

ワ イ ド �� 3，880円 �� 7，790円 �� 6，370円

3 連 複 ��� 140，420円 3 連 単 ��� 762，600円

票 数

単勝票数 計 176711 的中 � 14369（4番人気）
複勝票数 計 302481 的中 � 26327（4番人気）� 10291（8番人気）� 6500（10番人気）
枠連票数 計 131160 的中 （2－4） 1373（22番人気）
馬連票数 計 518894 的中 �� 2648（36番人気）
馬単票数 計 283365 的中 �� 738（72番人気）
ワイド票数 計 238158 的中 �� 1594（34番人気）�� 786（53番人気）�� 964（47番人気）
3連複票数 計 634743 的中 ��� 339（218番人気）
3連単票数 計 936165 的中 ��� 89（1186番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―12．3―12．4―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．0―47．3―59．7―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ ニ タ ニ �
�
父 ブレイクタイム �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．8．24 新潟5着

2011．4．18生 牡3黒鹿 母 オカノスズラン 母母 ヒルアンドヴェイル 9戦1勝 賞金 8，850，000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。

第３回 東京競馬 第８日



15087 6月29日 晴 不良 （26東京3）第8日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時50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

713 ブラックシェンロン 牡3鹿 56 伊藤 工真田頭 勇貴氏 矢野 英一 登別 登別上水牧場 B450－ 21：37．3 27．9�
35 トーアキヨモリ 牡3鹿 56 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 536＋ 81：37．83 6．8�
816 ライトオブホープ 牡3栗 56 石橋 脩落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 イワミ牧場 500＋ 21：38．01� 1．7�
12 メローワイン 牡3鹿 56 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 森 牧場 498± 01：38．1� 9．2�
47 サンアナハイム 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也加藤 信之氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 晃司 478＋ 21：38．2クビ 7．9�
59 コージャラティ 牡3鹿 56 大野 拓弥池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 21：38．73 20．7	
612 ディアアイスバイン 牡3黒鹿56 丸田 恭介ディアレスト 田村 康仁 浦河 福岡 光夫 470± 01：39．02 15．9

48 ルミラークル 牡3青鹿56 柴田 未崎�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 486－ 41：39．21� 15．6�
510 フレイムワンダー 牡3栗 56 宮崎 北斗伊東 純一氏 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 21：39．83� 185．5�
36 ナスセンプウ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム 436± 01：40．12 298．2
714 ディアヴォーグ 牡3栗 56 杉原 誠人ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 金石牧場 B468－ 21：40．31� 54．8�
815 トキノスターライト 牝3栗 54 平野 優田中 準市氏 奥村 武 新冠 川上牧場 460＋101：40．61� 78．8�
23 フヨウヤマヒコ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 小河 豊水 424－ 2 〃 クビ 115．7�
11 イーグルターゲット 牡3栗 56 柴田 大知�酒井牧場 木村 哲也 浦河 酒井牧場 538 ―1：41．98 110．6�
24 リ ベ ル テ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太石川 幸司氏 南田美知雄 新冠 若林牧場 454＋ 21：45．2大差 279．0�
611 トランヴェール 牡3栗 56 武士沢友治寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 508 ― （競走中止） 44．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，824，500円 複勝： 68，590，800円 枠連： 14，437，200円
馬連： 52，804，900円 馬単： 38，341，500円 ワイド： 26，567，900円
3連複： 63，259，800円 3連単： 121，454，600円 計： 409，281，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 470円 � 180円 � 110円 枠 連（3－7） 6，700円

馬 連 �� 9，640円 馬 単 �� 28，720円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 730円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 63，390円

票 数

単勝票数 計 238245 的中 � 6812（8番人気）
複勝票数 計 685908 的中 � 12006（8番人気）� 44791（2番人気）� 452692（1番人気）
枠連票数 計 144372 的中 （3－7） 1668（20番人気）
馬連票数 計 528049 的中 �� 4244（26番人気）
馬単票数 計 383415 的中 �� 1001（58番人気）
ワイド票数 計 265679 的中 �� 3515（22番人気）�� 8998（7番人気）�� 25390（1番人気）
3連複票数 計 632598 的中 ��� 12937（13番人気）
3連単票数 計1214546 的中 ��� 1389（165番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―12．3―12．9―12．7―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．0―34．2―46．5―59．4―1：12．1―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックシェンロン �
�
父 サムライハート �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．11．16 東京3着

2011．3．18生 牡3鹿 母 アイムソーラッキー 母母 ス マ ラ 8戦1勝 賞金 6，400，000円
〔競走中止〕 トランヴェール号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 サンアナハイム号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リベルテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダークインテジャー号

15088 6月29日 晴 重 （26東京3）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時20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
1：31．3
1：30．7

良
良

510 ミュゼミランダ 牝3栗 54
51 ▲木幡 初也髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 422＋ 21：36．6 6．1�

12 ナスタイザン 牝3黒鹿54 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 452± 01：36．7� 3．9�
714 ダノンフォーミュラ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 478＋ 41：37．55 222．4�
47 ピ エ リ ー ナ 牝3芦 54 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 41：37．6� 29．4�
11 エンジェルフォース 牝3鹿 54 吉田 豊 M・

Kenichiホールディング� 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 442＋161：37．7� 48．7	
35 レッドレギオン 牡3鹿 56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 480＋ 61：38．33� 2．3

48 � アイリッシュギフト 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 英 Christopher &

Annabelle Mason B510± 0 〃 クビ 75．8�
713 サンアンドムーン 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人髙橋照比古氏 相沢 郁 新ひだか 広田牧場 406＋ 21：38．51	 33．0�
612 ダンディスタイル 牡3黒鹿56 宮崎 北斗丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 出羽牧場 442－ 41：38．6� 32．3
24 ウルトラバローズ 牡3鹿 56 江田 照男猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 448－ 21：38．91
 22．2�
23 カ ラ ジ ャ ス 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484 ―1：39．32� 68．3�
815 シャトールージュ 牝3栗 54 蛯名 正義村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 荻伏三好フ

アーム 498＋ 61：39．4� 7．5�
36 エ ン ジ ュ 牝3鹿 54 武士沢友治水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 400－ 2 〃 アタマ 258．1�
816 ダルムシュタット 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太日下部勝德氏 高橋 義博 浦河 富塚ファーム 444－ 41：39．61� 283．0�
59 ハ ナ マ ナ 牝3栗 54 田中 博康�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 406－18 〃 クビ 376．7�
611� マイネルスパイアー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 米 Ugo e Nazza-
reno Marchetti B490＋121：40．34 13．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，750，100円 複勝： 42，748，700円 枠連： 15，934，300円
馬連： 62，607，700円 馬単： 40，156，900円 ワイド： 30，508，300円
3連複： 79，582，700円 3連単： 127，800，800円 計： 426，089，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 170円 � 3，730円 枠 連（1－5） 1，200円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 400円 �� 15，690円 �� 11，790円

3 連 複 ��� 66，980円 3 連 単 ��� 275，760円

票 数

単勝票数 計 267501 的中 � 34606（3番人気）
複勝票数 計 427487 的中 � 57809（3番人気）� 81024（2番人気）� 2089（14番人気）
枠連票数 計 159343 的中 （1－5） 10270（5番人気）
馬連票数 計 626077 的中 �� 40958（4番人気）
馬単票数 計 401569 的中 �� 11680（9番人気）
ワイド票数 計 305083 的中 �� 22270（3番人気）�� 466（65番人気）�� 621（59番人気）
3連複票数 計 795827 的中 ��� 891（120番人気）
3連単票数 計1278008 的中 ��� 336（556番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．7―48．3―1：00．8―1：12．5―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．8
3 ・（8，10）（2，11）14（6，12）（5，15）7，13，1，9，16，4－3 4 ・（8，10）（2，11，14，12）6（5，15）（7，13）－1－16（4，9）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミュゼミランダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．9．14 中山3着

2011．2．15生 牝3栗 母 オウリエット 母母 Rose de Crystal 9戦1勝 賞金 13，450，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トレランシア号
（非抽選馬） 2頭 イーグルアモン号・ドリームヴィジョン号



15089 6月29日 晴 重 （26東京3）第8日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時10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

11 スペチアーレ 牝2鹿 54 大野 拓弥青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 460 ―1：26．0 1．7�
59 � シ ー ナ リ ー 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 米 South Branch
Equine LLC 476 ―1：26．31� 5．3�

47 カズノマンナ 牝2鹿 54 石橋 脩鈴木 可一氏 田村 康仁 新ひだか 城地 清満 452 ―1：26．62 13．2�
36 ショウナンライコウ 牡2鹿 54 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 476 ―1：27．34 9．5�
48 セイカコムルヴァン 牝2鹿 54 伊藤 工真久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 440 ―1：27．4	 97．7�
23 アミフジタイカン 牡2鹿 54 嶋田 純次内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 内藤牧場 466 ―1：27．5� 26．1	
612 マニワプリンセス 牝2鹿 54 宮崎 北斗
サンライズ 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 444 ―1：27．71
 24．6�
24 ディアジグムント 牡2栗 54 杉原 誠人ディアレスト 栗田 徹 むかわ 桑原牧場 442 ―1：27．8� 82．5�
714 ビックナダイヤ 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 様似 林 時春 440 ―1：27．9� 45．6
510 ルーヴルヴォイス 牝2栗 54 武士沢友治 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 434 ― 〃 アタマ 22．1�
611 イ ア ペ ト ス 牡2鹿 54 二本柳 壮
ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 456 ―1：28．0クビ 66．9�
12 ミスチフウイッチ 牝2黒鹿54 西田雄一郎 
荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 426 ―1：28．1� 28．8�
35 カラマンシー 牝2栗 54 蛯名 正義�G1レーシング 天間 昭一 千歳 社台ファーム 412 ―1：28．2� 19．1�
713 シーテッドリバティ 牝2黒鹿54 大庭 和弥手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 丸幸小林牧場 470 ―1：29．15 82．5�
815 サンクレイグ �2栗 54 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 日高 有限会社

ケイズ 430 ―1：29．63 102．9�
816 センコウノマイヒメ 牝2黒鹿 54

51 ▲原田 和真ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 490 ― 〃 ハナ 88．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，058，600円 複勝： 29，347，100円 枠連： 17，355，000円
馬連： 53，664，200円 馬単： 38，834，900円 ワイド： 25，966，300円
3連複： 63，849，900円 3連単： 115，047，700円 計： 371，123，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 210円 枠 連（1－5） 410円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 220円 �� 440円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 3，190円

票 数

単勝票数 計 270586 的中 � 125208（1番人気）
複勝票数 計 293471 的中 � 96027（1番人気）� 44998（2番人気）� 25218（4番人気）
枠連票数 計 173550 的中 （1－5） 32599（1番人気）
馬連票数 計 536642 的中 �� 87484（1番人気）
馬単票数 計 388349 的中 �� 46991（1番人気）
ワイド票数 計 259663 的中 �� 35691（1番人気）�� 14081（3番人気）�� 7896（7番人気）
3連複票数 計 638499 的中 ��� 32705（2番人気）
3連単票数 計1150477 的中 ��� 26121（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．1―24．9―37．6―50．7―1：02．6―1：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．3
3 10（8，11）（9，13）（1，12）（3，15）（6，7）－16，14（5，2）4 4 ・（10，11）（8，9）（1，12，13）－（6，15）3，7－（14，2）（4，5）－16

勝馬の
紹 介

スペチアーレ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sinndar 初出走

2012．4．15生 牝2鹿 母 タ ー キ ー 母母 カーラパワー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 カラマンシー号の調教師天間昭一は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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） 6頭 エンクエントロス号・サトノハンナ号・スパイホップ号・タイセイアニマート号・ナギット号・メッシュヘア号

15090 6月29日 晴 重 （26東京3）第8日 第6競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走12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
2：06．7
2：05．9

良
良

36 シゲルヒュウガ 牡3栗 56 柴田 大知森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 B478－ 22：11．5 7．5�
510 ウェルヴァースト 牡3栗 56 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 22：11．71� 1．9�
611 ア ク シ ア 牡3栗 56 蛯名 正義山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 B466－122：12．12� 11．1�
713 ゲームクライシス 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 沖田牧場 472± 0 〃 クビ 5．3�
47 ハ イ ク ロ ス 牡3芦 56

53 ▲伴 啓太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 444＋ 22：12．2� 108．3�
815 デルマコテツ 牡3栗 56 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 436－ 22：12．3クビ 30．2	
23 ブラウンサターン 牡3青鹿56 石橋 脩キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 454－ 42：12．4� 30．1

59 ミッキーウエルカム 牡3鹿 56 伊藤 工真野田みづき氏 大竹 正博 新ひだか 酒井 秀紀 438－ 8 〃 クビ 51．2�
24 ゴールドリーガル 牡3鹿 56 柴田 未崎居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 468± 02：12．5クビ 48．6�
11 エンブレイスライフ 牡3黒鹿56 大野 拓弥前原 敏行氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 476－ 4 〃 クビ 83．5
816 ネクストロード 牡3栗 56 西田雄一郎長谷川成利氏 松山 将樹 日高 大江牧場 474－ 82：13．03 148．9�
714 ローレルルーチェ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 協和牧場 456± 0 〃 アタマ 217．1�
35 モンサンプロキオン 牡3鹿 56 N．ローウィラー 山下 新一氏 小野 次郎 新冠 飛渡牧場 486－ 42：13．42� 21．6�

（豪）

612 フ ド ー シ ン 牡3黒鹿56 杉原 誠人林 正道氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 480－ 62：13．61� 25．5�
48 タイセイデューク 牡3鹿 56 武士沢友治田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 478－ 42：14．34 261．6�
12 ダンディゴールド 牡3鹿 56 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 新冠 柏木 一則 456－ 22：15．25 10．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，312，800円 複勝： 44，681，100円 枠連： 17，489，000円
馬連： 65，080，300円 馬単： 38，279，100円 ワイド： 31，445，300円
3連複： 79，050，000円 3連単： 131，295，800円 計： 434，633，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 160円 � 110円 � 240円 枠 連（3－5） 570円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 280円 �� 960円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 10，120円

票 数

単勝票数 計 273128 的中 � 29123（3番人気）
複勝票数 計 446811 的中 � 62045（2番人気）� 144918（1番人気）� 32557（5番人気）
枠連票数 計 174890 的中 （3－5） 23424（1番人気）
馬連票数 計 650803 的中 �� 72211（1番人気）
馬単票数 計 382791 的中 �� 14431（6番人気）
ワイド票数 計 314453 的中 �� 32107（2番人気）�� 7393（12番人気）�� 21712（4番人気）
3連複票数 計 790500 的中 ��� 33503（4番人気）
3連単票数 計1312958 的中 ��� 9400（19番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―12．1―12．5―12．5―12．7―12．9―12．6―12．5―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．0―30．1―42．6―55．1―1：07．8―1：20．7―1：33．3―1：45．8―1：58．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シゲルヒュウガ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 トロットサンダー デビュー 2013．9．15 中山10着

2011．4．1生 牡3栗 母 レインボートラスト 母母 サンキヨーセンサー 9戦1勝 賞金 8，950，000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。



15091 6月29日 晴 重 （26東京3）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

45 マリアライト 牝3黒鹿52 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 418＋ 41：48．9 2．1�
44 フライングスキップ 牝3栗 52 大野 拓弥 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 450± 01：49．11� 5．8�
11 パープルセイル 牝3黒鹿 52

49 ▲石川裕紀人吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 428－ 41：49．31� 9．9�
33 ブリリアントアスク 牝4鹿 55 武士沢友治廣崎 利洋氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 448－ 6 〃 クビ 22．5�
22 ラインカグラ 牝3黒鹿 52

49 ▲木幡 初也大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 434＋161：49．62 8．7�
711 ダイワソフィー 牝3芦 52 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450－ 21：49．7� 22．1	
57 ル ナ レ デ ィ 牝3黒鹿52 西田雄一郎村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 482＋ 4 〃 クビ 26．9

56 アンスポークン 牝5鹿 55 吉田 豊 �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 458± 0 〃 ハナ 26．4�
813 アンルーリー 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 486± 01：50．12� 36．3�
710 ミラクルルージュ 牝4青鹿55 伊藤 工真 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 456－ 6 〃 ハナ 16．5
812 コスモチョコレイ 牝3黒鹿52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 436± 01：50．2� 11．1�
69 レッドルイーザ 牝5栗 55 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 466－ 21：50．3� 23．7�
68 エリンジューム 牝4黒鹿55 江田 照男有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 472＋ 21：50．61� 41．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，710，400円 複勝： 45，931，200円 枠連： 21，427，800円
馬連： 78，301，200円 馬単： 44，397，100円 ワイド： 36，943，400円
3連複： 94，988，500円 3連単： 155，524，300円 計： 509，223，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 180円 � 240円 枠 連（4－4） 730円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 300円 �� 410円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 4，380円

票 数

単勝票数 計 317104 的中 � 115778（1番人気）
複勝票数 計 459312 的中 � 133414（1番人気）� 60231（2番人気）� 37201（4番人気）
枠連票数 計 214278 的中 （4－4） 22702（3番人気）
馬連票数 計 783012 的中 �� 85060（1番人気）
馬単票数 計 443971 的中 �� 33400（1番人気）
ワイド票数 計 369434 的中 �� 34478（1番人気）�� 23205（3番人気）�� 9230（9番人気）
3連複票数 計 949885 的中 ��� 41835（1番人気）
3連単票数 計1555243 的中 ��� 25719（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．3―48．7―1：01．1―1：13．4―1：25．0―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

マリアライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．1．11 中山1着

2011．2．19生 牝3黒鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 4戦2勝 賞金 15，300，000円

15092 6月29日 晴 重 （26東京3）第8日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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
1：31．3
1：30．7

良
良

23 ベストドリーム 牡3鹿 54 西田雄一郎堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 444－ 41：36．3 12．4�
24 エ グ ゼ ビ ア 牡4黒鹿57 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 518＋ 21：36．4� 3．2�
47 アンジェリック 牝3鹿 52 蛯名 正義有限会社シルク大和田 成 浦河 杵臼牧場 444－101：36．5� 8．2�
816 ノーヒッター 牡4黒鹿57 N．ローウィラー 島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 470＋ 61：36．92� 9．5�

（豪）

59 レッドセインツ 牡6鹿 57
54 ▲木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 クビ 2．8�

35 ヴェルジョワーズ 牝3鹿 52 大野 拓弥 	サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－ 61：37．0� 18．6


612 アードバーク 牡5鹿 57 江田 照男石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 480＋ 41：37．21� 122．9�
815 ナンヨーケンゴー 	4鹿 57 丸田 恭介中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 466－ 41：37．3� 33．8�
48 インストアイベント 牡4栗 57 伊藤 工真 	社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 ハナ 32．8
12 
 ブルーグランツ 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 加野牧場 B496－ 21：37．61� 193．0�
714 ノーブルプラネット 牡3青鹿54 石橋 脩 	社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 458－ 41：37．81� 17．0�
11 
 サンマルダーム 牝5栗 55 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 436＋ 21：38．43� 275．6�
36 
 トーセンシーザー 	5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 482＋ 61：38．5� 202．3�
713 ベルゲンクライ 牡4芦 57 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 476＋ 41：38．82 15．6�
611 マイネグラティア 牝3黒鹿52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム 420＋ 81：39．43� 59．6�

510 スリーデーモン 牡4青鹿57 宮崎 北斗永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 528＋121：44．2大差 331．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，871，300円 複勝： 55，257，500円 枠連： 25，815，900円
馬連： 102，556，200円 馬単： 53，748，100円 ワイド： 41，518，100円
3連複： 113，564，800円 3連単： 192，460，400円 計： 621，792，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 280円 � 180円 � 220円 枠 連（2－2） 1，810円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，120円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 26，740円

票 数

単勝票数 計 368713 的中 � 23610（5番人気）
複勝票数 計 552575 的中 � 45962（5番人気）� 91473（2番人気）� 64882（3番人気）
枠連票数 計 258159 的中 （2－2） 11024（9番人気）
馬連票数 計1025562 的中 �� 52203（5番人気）
馬単票数 計 537481 的中 �� 9771（18番人気）
ワイド票数 計 415181 的中 �� 21664（3番人気）�� 8992（13番人気）�� 20244（5番人気）
3連複票数 計1135648 的中 ��� 22781（9番人気）
3連単票数 計1924604 的中 ��� 5218（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．7―37．1―49．6―1：01．8―1：13．0―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストドリーム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2013．10．19 東京5着

2011．3．12生 牡3鹿 母 ダービーゾーン 母母 ダービーキングダム 6戦2勝 賞金 15，200，000円
〔発走状況〕 マイネグラティア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エグゼビア号の騎手柴田善臣は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーデーモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月29日まで平地競

走に出走できない。
※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。



15093 6月29日 晴 重 （26東京3）第8日 第9競走 ��
��2，000�

は ち じ ょ う じ ま

八 丈 島 特 別
発走14時15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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

57 サンバジーリオ 牡4鹿 57 石橋 脩吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 504－ 42：02．9 9．1�
11 ダークサイド 牡3黒鹿54 嶋田 純次星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 458＋ 62：03．0� 14．9�
710 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 柴田 大知田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 466＋ 6 〃 クビ 15．3�
69 ボーイフレンド 牡5栗 57 N．ローウィラー 北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 446＋ 4 〃 ハナ 11．0�

（豪）

22 タイセイボルト 牡4青鹿57 杉原 誠人田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 B466＋ 62：03．1クビ 35．8�
68 ブロードスター 	4鹿 57 蛯名 正義安原 浩司氏 
島 一歩 浦河 バンブー牧場 472－ 6 〃 クビ 4．8�
711� ポンデザムール 牡4黒鹿57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 504－ 22：03．31� 80．3	
813� エスオンマイチェス 牡4黒鹿57 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B554＋ 82：03．4クビ 1．6

33  ヒシサイレンス 	4黒鹿57 丸田 恭介阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-

ichiro Abe 452＋ 2 〃 クビ 122．8�
56 ネルトスグアサ 牡4黒鹿57 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 448＋ 42：03．5クビ 146．7�
44 � トーセンゴージャス 牡4黒鹿57 江田 照男島川 哉氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－19 〃 クビ 47．2�
812 セイクリッドロード 	5鹿 57 伴 啓太岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 498± 02：03．6クビ 62．0�
45 � ウェルウィッチア 牡5鹿 57 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B480＋ 22：03．81� 77．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，442，300円 複勝： 113，640，000円 枠連： 27，268，200円
馬連： 111，767，900円 馬単： 79，984，700円 ワイド： 46，781，800円
3連複： 128，825，300円 3連単： 314，339，200円 計： 861，049，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 450円 � 810円 � 570円 枠 連（1－5） 9，520円

馬 連 �� 7，580円 馬 単 �� 17，070円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 980円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 20，820円 3 連 単 ��� 167，690円

票 数

単勝票数 計 384423 的中 � 33624（3番人気）
複勝票数 計1136400 的中 � 69182（3番人気）� 35536（6番人気）� 52280（5番人気）
枠連票数 計 272682 的中 （1－5） 2219（16番人気）
馬連票数 計1117679 的中 �� 11421（19番人気）
馬単票数 計 799847 的中 �� 3513（37番人気）
ワイド票数 計 467818 的中 �� 6894（18番人気）�� 12609（10番人気）�� 5435（22番人気）
3連複票数 計1288253 的中 ��� 4639（53番人気）
3連単票数 計3143392 的中 ��� 1359（306番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．0―36．8―49．0―1：01．5―1：14．1―1：26．7―1：38．6―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

サンバジーリオ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．9．29 中山7着

2010．3．10生 牡4鹿 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ 17戦3勝 賞金 37，555，000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。

15094 6月29日 晴 重 （26東京3）第8日 第10競走 ��
��1，400�

き よ さ と

清 里 特 別
発走14時50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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 アスコットシチー 牡5栗 57 江田 照男 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 470－ 21：22．6 60．7�
48 ダンシングミッシー 牝5鹿 55 嘉藤 貴行伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 472± 01：22．91� 5．5�
24 ビッグリバティ 牡5青鹿57 石橋 脩�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 520－ 4 〃 アタマ 3．7�
47 プリサイスエース 牡3栗 54 柴田 善臣井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 492＋ 21：23．0	 13．6�
35 モリトビャクミ 牡3芦 54 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 476－ 41：23．21	 3．7	
816 トップオブザヘヴン 牝7黒鹿55 蛯名 正義�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 472± 01：23．41 16．0

713 ツインキャンドル 牝3鹿 52 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 438± 0 〃 クビ 10．8�
714 ゴールウェイ 牝5鹿 55 武士沢友治吉田 和美氏 栗田 徹 洞
湖 メジロ牧場 464－101：23．5	 180．0�
612 トリニティチャーチ �6鹿 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 8 〃 アタマ 22．5
510 セトブリッジ 牡5黒鹿57 N．ローウィラー 難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 506＋101：23．71� 76．4�

（豪）

59  アテーナーズブレス 牝6鹿 55 西田雄一郎黒岩 晴男氏 古賀 慎明 米 Green
Gates Farm 468＋ 41：23．91 49．2�

611 フ ィ オ リ ア 牡6鹿 57 大野 拓弥藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.
Partners 482＋ 2 〃 クビ 14．3�

12 ヒ シ ョ ウ �6栗 57 大庭 和弥岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 4 〃 アタマ 101．7�
11 � クールヴェント 牡6鹿 57 伊藤 工真櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1

Bloodstock Inc. 518＋ 61：24．0クビ 39．0�
36 フランチャイズ 牡5栗 57 杉原 誠人島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 510± 01：24．32 10．8�
23 ブロックコード 牡6青鹿57 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 484－ 71：24．4クビ 134．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，764，500円 複勝： 67，164，100円 枠連： 34，668，600円
馬連： 149，170，100円 馬単： 71，788，800円 ワイド： 57，815，000円
3連複： 181，079，100円 3連単： 297，168，900円 計： 898，619，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，070円 複 勝 � 1，250円 � 170円 � 170円 枠 連（4－8） 1，880円

馬 連 �� 19，900円 馬 単 �� 51，220円

ワ イ ド �� 4，880円 �� 2，760円 �� 400円

3 連 複 ��� 18，580円 3 連 単 ��� 205，570円

票 数

単勝票数 計 397645 的中 � 5234（12番人気）
複勝票数 計 671641 的中 � 9561（12番人気）� 117398（3番人気）� 122942（1番人気）
枠連票数 計 346686 的中 （4－8） 14249（8番人気）
馬連票数 計1491701 的中 �� 5808（47番人気）
馬単票数 計 717888 的中 �� 1051（114番人気）
ワイド票数 計 578150 的中 �� 2841（47番人気）�� 5084（35番人気）�� 42058（2番人気）
3連複票数 計1810791 的中 ��� 7308（62番人気）
3連単票数 計2971689 的中 ��� 1048（593番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．4―47．0―58．7―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスコットシチー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．10 函館8着

2009．3．12生 牡5栗 母 リボンシチー 母母 リボーンガーネット 20戦3勝 賞金 40，091，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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。

１レース目



15095 6月29日 晴 稍重 （26東京3）第8日 第11競走 ��
��1，400�パラダイスステークス

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬
2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

45 ミ ト ラ �6黒鹿57 蛯名 正義吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504－ 41：22．5 5．9�
68 	 コウヨウアレス 牡5青鹿56 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 476－ 21：22．71
 7．1�
812 マイネルディアベル 牡3青鹿52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 444＋ 2 〃 クビ 6．0�
69 テイエムオオタカ 牡6鹿 58 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 B486＋ 2 〃 アタマ 31．6�
710 ゴールデンナンバー 牝5栗 54 武士沢友治池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518± 0 〃 ハナ 6．8�
813 タムロスカイ 牡7栗 57 嶋田 純次谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 484－ 41：22．8クビ 31．8	
11 レオアクティブ 牡5栗 56 吉田 豊�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 446－ 21：22．9� 6．0

57 クッカーニャ 牝5青鹿54 田中 博康 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462－ 41：23．22 9．6�
711 ミッドサマーフェア 牝5青鹿54 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 0 〃 クビ 19．7
22 シャイニーホーク 牡6栗 57 的場 勇人小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 530＋ 41：23．3� 31．3�
56 アルフレード 牡5鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 534－ 41：23．4クビ 8．2�
33 タイキパーシヴァル 牡6栗 56 石橋 脩�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 506－ 21：23．5� 23．0�
44 インプレスウィナー 牡7青 58 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 456＋ 21：23．71
 18．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，667，600円 複勝： 81，942，300円 枠連： 56，343，500円
馬連： 270，901，600円 馬単： 121，464，400円 ワイド： 84，008，900円
3連複： 335，292，700円 3連単： 574，254，000円 計： 1，582，875，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 230円 � 200円 枠 連（4－6） 1，600円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 870円 �� 910円 �� 720円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 28，330円

票 数

単勝票数 計 586676 的中 � 78569（1番人気）
複勝票数 計 819423 的中 � 91587（3番人気）� 88463（4番人気）� 112254（1番人気）
枠連票数 計 563435 的中 （4－6） 27240（11番人気）
馬連票数 計2709016 的中 �� 74387（9番人気）
馬単票数 計1214644 的中 �� 17143（17番人気）
ワイド票数 計 840089 的中 �� 24819（6番人気）�� 23430（9番人気）�� 30315（1番人気）
3連複票数 計3352927 的中 ��� 47367（8番人気）
3連単票数 計5742540 的中 ��� 14692（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―47．2―58．8―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 3，8（2，9）－12，13，5（1，7）（4，11）10，6 4 ・（3，8）9，2（12，13）5，7，1，11，4，10，6

勝馬の
紹 介

ミ ト ラ �
�
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 2010．11．20 東京12着

2008．4．11生 �6黒鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 16戦7勝 賞金 116，236，000円

15096 6月29日 雨 重 （26東京3）第8日 第12競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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 7，500，000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
1：16．4
1：16．4

重
重

611 ナモンレジェンド 牡3鹿 54 吉田 豊�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 492＋ 21：17．3 78．4�
510 カワキタシャウト 牡4鹿 57 大野 拓弥川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 496＋ 41：17．72� 6．7�
36 フォールティテール 牡3黒鹿 54

51 ▲原田 和真平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 500± 0 〃 クビ 5．0�
59 ゲマインシャフト 牡4鹿 57 柴田 大知丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 492＋ 21：17．8クビ 5．3�
713� シゲルリョウケンザ 牡4青鹿57 N．ローウィラー 森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 474＋ 21：17．9� 70．1�

（豪）

815 サウスマキシム 牡4鹿 57 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 516－ 21：18．11� 8．2	
12 ジョージジョージ 牡4栗 57 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 456± 01：18．2クビ 11．0

35 ヒカリブランデー 牡3鹿 54 武士沢友治�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 488＋121：18．3� 12．1�
48 オニノシタブル 牡3栗 54 丸田 恭介青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B468－ 4 〃 アタマ 16．3�
11 サーストンデンバー 牡5鹿 57 江田 照男齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B526－ 41：18．4クビ 37．3
24 � ヒミノコンドル 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也佐々木八郎氏 天間 昭一 新冠 須崎牧場 520＋ 21：18．72 127．7�
23 ゴールドキセキ 牡3黒鹿54 石橋 脩ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 526＋ 61：19．12� 4．6�
714 ニシノソラカラ 牡3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 502－ 81：19．2� 43．7�
612� カーラノーチェ 牝5黒鹿 55

52 ▲伴 啓太�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 464± 01：19．3� 175．7�
816 オメガベントレー 	3栗 54 田中 博康原 
子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B446－ 41：19．93� 86．6�
47 キョウエイハピネス 牡3栗 54 蛯名 正義田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 468＋ 4 〃 ハナ 22．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，048，900円 複勝： 86，869，600円 枠連： 51，969，100円
馬連： 177，535，400円 馬単： 83，822，600円 ワイド： 68，965，000円
3連複： 222，735，200円 3連単： 400，937，600円 計： 1，146，883，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，840円 複 勝 � 1，640円 � 220円 � 220円 枠 連（5－6） 5，830円

馬 連 �� 27，920円 馬 単 �� 62，670円

ワ イ ド �� 7，400円 �� 6，570円 �� 930円

3 連 複 ��� 51，790円 3 連 単 ��� 615，840円

票 数

単勝票数 計 540489 的中 � 5512（13番人気）
複勝票数 計 868696 的中 � 10661（13番人気）� 114075（4番人気）� 117107（2番人気）
枠連票数 計 519691 的中 （5－6） 6901（21番人気）
馬連票数 計1775354 的中 �� 4928（59番人気）
馬単票数 計 838226 的中 �� 1003（130番人気）
ワイド票数 計 689650 的中 �� 2343（59番人気）�� 2642（54番人気）�� 19964（12番人気）
3連複票数 計2227352 的中 ��� 3225（137番人気）
3連単票数 計4009376 的中 ��� 472（1206番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．1―41．2―53．2―1：05．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナモンレジェンド �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2013．10．26 新潟1着

2011．4．16生 牡3鹿 母 ナモンアガシ 母母 テ ン ド ラ ー 8戦2勝 賞金 16，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴァレンティーネ号
（非抽選馬） 2頭 ガッサンプレイ号・クレバーカイオウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（26東京3）第8日 6月29日（日曜日） 曇後晴後雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 182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

187，400，000円
7，100，000円
1，390，000円
16，860，000円
69，278，500円
4，732，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
398，711，600円
696，892，900円
306，205，700円
1，226，576，100円
668，769，700円
497，366，300円
1，491，093，500円
2，628，142，800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 7，913，758，600円

総入場人員 42，090名 （有料入場人員 40，120名）



平成26年度 第3回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，420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

1，804，940，000円
6，190，000円
56，860，000円
18，120，000円
161，140，000円
544，447，000円
41，504，400円
13，632，000円

勝馬投票券売得金
4，395，800，300円
6，962，859，200円
3，036，026，600円
12，341，547，600円
7，012，379，200円
5，019，719，800円
15，733，677，300円
30，027，559，700円
2，101，582，400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 86，631，152，100円

総入場延人員 239，121名 （有料入場延人員 225，918名）
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