
15049 6月20日 晴 稍重 （27東京3）第5日 第1競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

44 シ ト ロ ン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 430＋ 21：23．4 5．8�
710 ダイワダッチェス 牝2鹿 54 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 458＋ 41：23．5� 1．2�
56 スリラーインマニラ 牡2鹿 54 内田 博幸古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 438＋ 21：23．81� 26．9�
68 キタイチサクラ 牝2栗 54 中谷 雄太小関 昭次氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 444＋ 21：24．01� 10．0�
812 カトルラポール 牝2鹿 54 西田雄一郎石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 454＋ 21：24．21	 179．9�
79 ル キ ナ 牝2鹿 54 吉田 豊島川 	哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 8 〃 ハナ 14．8

22 コスモブランカ 牡2黒鹿54 松岡 正海岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 444＋ 21：24．41 188．2�
33 メロメロパンチ 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 452＋ 21：24．5	 122．4�
55 シュガーラブ 牝2鹿 54 的場 勇人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 446＋ 21：24．71� 245．9
11 オレデヨケレバ 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 正徳 むかわ ヤマイチ牧場 424＋ 41：24．91	 46．0�
67 コットンパール 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 428＋ 41：25．11	 106．7�
811 レッドセバスチャン 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 400± 01：25．31 254．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，406，900円 複勝： 77，175，300円 枠連： 11，364，600円
馬連： 42，094，100円 馬単： 37，003，100円 ワイド： 25，519，200円
3連複： 54，093，300円 3連単： 119，673，000円 計： 396，329，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 120円 � 110円 � 210円 枠 連（4－7） 240円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 160円 �� 820円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，820円

票 数

単勝票数 計 294069 的中 � 42218（2番人気）
複勝票数 計 771753 的中 � 60429（2番人気）� 597638（1番人気）� 18547（5番人気）
枠連票数 計 113646 的中 （4－7） 35445（1番人気）
馬連票数 計 420941 的中 �� 115292（1番人気）
馬単票数 計 370031 的中 �� 31269（4番人気）
ワイド票数 計 255192 的中 �� 55986（1番人気）�� 6276（9番人気）�� 11866（5番人気）
3連複票数 計 540933 的中 ��� 40244（4番人気）
3連単票数 計1196730 的中 ��� 14883（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―47．5―59．1―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ト ロ ン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．7 東京3着

2013．4．18生 牝2鹿 母 モリトオウカ 母母 ビビットダンサー 2戦1勝 賞金 6，800，000円

15050 6月20日 晴 重 （27東京3）第5日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時40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

816 ファストクリス 牝3鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 436＋ 21：38．4 5．6�
510 スノーグース 牝3芦 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 442± 01：38．5� 8．6�
815 キャンドルアート 牝3栗 54 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 474± 01：38．81� 5．2�
35 グランデクオーレ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 446－ 41：39．12 3．5�
11 ダブルヨウコ 牝3青鹿54 松岡 正海河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 454－ 41：39．2� 91．4	
612 ファニーガール 牝3栗 54 西田雄一郎水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 452＋ 41：39．3クビ 404．7

47 スズヨサムソン 牝3黒鹿54 田中 勝春鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 472＋101：39．51� 9．5�
48 イ プ ノ ー ズ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 458－ 41：39．92� 17．8�
23 ネコハッピー 牝3黒鹿54 吉田 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 432＋ 2 〃 ハナ 28．5
714 ウエスタンビアンコ 牝3芦 54 北村 宏司西川 剛氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 512 ― 〃 クビ 14．4�
713 スピンキャッシュ 牝3栗 54 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 松田牧場 482＋ 21：40．11 288．0�
611 メイローゼズ 牝3栗 54 L．オールプレス 千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 492＋181：40．2クビ 18．3�

（新）

36 サマーグレース 牝3栗 54
51 ▲木幡 初也セゾンレースホース� 池上 昌弘 新冠 松本 信行 454－121：40．3� 75．5�

59 タイセイゴッホ 牝3鹿 54 内田 博幸田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 462－ 81：40．51� 8．7�
12 アサクサフルート 牝3鹿 54 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 440± 01：40．6� 70．0�
24 タイドミュージック 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎植木 茂年氏 伊藤 正徳 日高 春木 昭雄 458＋ 21：41．23� 215．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，235，900円 複勝： 36，918，100円 枠連： 19，975，400円
馬連： 50，307，800円 馬単： 27，364，400円 ワイド： 31，522，800円
3連複： 64，016，200円 3連単： 86，169，800円 計： 336，510，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 250円 � 160円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 5，230円

ワ イ ド �� 880円 �� 590円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 30，030円

票 数

単勝票数 計 202359 的中 � 28647（3番人気）
複勝票数 計 369181 的中 � 51912（3番人気）� 31948（5番人気）� 71043（2番人気）
枠連票数 計 199754 的中 （5－8） 27602（2番人気）
馬連票数 計 503078 的中 �� 14237（10番人気）
馬単票数 計 273644 的中 �� 3922（17番人気）
ワイド票数 計 315228 的中 �� 9104（8番人気）�� 14186（5番人気）�� 7053（11番人気）
3連複票数 計 640162 的中 ��� 10303（12番人気）
3連単票数 計 861698 的中 ��� 2080（82番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．1―12．6―12．8―12．4―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．9―48．5―1：01．3―1：13．7―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファストクリス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 レインボーアンバー デビュー 2014．9．20 新潟12着

2012．4．10生 牝3鹿 母 レインボーファスト 母母 レインボーローズ 9戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 スノーグース号の騎手戸崎圭太は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ナンヨーチーク号・ヒメフジサクラ号
※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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 東京競馬 第５日



15051 6月20日 晴 重 （27東京3）第5日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

47 ハイアーヴォルト 牡3鹿 56 戸崎 圭太伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 466± 01：26．1 1．7�
815 ブレイブトーラス 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也石山 嘉七氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム B476－ 21：26．31� 52．6�
24 ノースフォンテン 牡3芦 56 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 460± 01：26．51 13．6�
35 ハーモニーノヴェル 牡3芦 56 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 畠山牧場 508－ 2 〃 クビ 8．9�
816 ブランニュー 牡3黒鹿56 田辺 裕信島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 466＋121：26．6� 5．4�
11 シングルバレル 牡3栗 56 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 474－ 6 〃 クビ 10．0�
12 ヒルプリンセス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 484＋ 41：26．7クビ 53．3	
612 ロゼスピリッツ 牝3栗 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 452＋ 2 〃 クビ 179．1

23 ダイニヨシゼン 牡3鹿 56 江田 照男橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 高昭牧場 470± 01：26．8クビ 11．5�
713 ホウザンゴッド 牡3栗 56 的場 勇人加藤 豊三氏 的場 均 むかわ 清水ファーム 496＋ 61：27．11� 54．0�
611 マテンロウリバー 牡3栗 56 石橋 脩寺田千代乃氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 502＋ 2 〃 クビ 181．4
59 デピュートアゲン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 492± 01：27．52� 307．2�
48 アポロセイバー 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 508＋ 81：27．71 25．1�
714 トーアムーンリバー 牡3栗 56 田中 勝春高山ランド� 上原 博之 豊浦トーア牧場 444＋ 21：28．65 255．8�
36 アルダントロアー 牡3鹿 56 柴田 大知吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 472－ 41：29．87 88．6�
510 テンエイリード 牡3鹿 56 西田雄一郎熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 438 ― （競走中止） 378．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，429，900円 複勝： 32，024，500円 枠連： 14，945，200円
馬連： 53，770，900円 馬単： 33，758，000円 ワイド： 33，670，200円
3連複： 64，156，900円 3連単： 101，427，700円 計： 358，183，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 950円 � 260円 枠 連（4－8） 500円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 540円 �� 4，960円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 36，820円

票 数

単勝票数 計 244299 的中 � 111125（1番人気）
複勝票数 計 320245 的中 � 107672（1番人気）� 5560（10番人気）� 25504（6番人気）
枠連票数 計 149452 的中 （4－8） 22971（1番人気）
馬連票数 計 537709 的中 �� 11510（10番人気）
馬単票数 計 337580 的中 �� 4859（14番人気）
ワイド票数 計 336702 的中 �� 6109（15番人気）�� 17130（4番人気）�� 1647（33番人気）
3連複票数 計 641569 的中 ��� 4951（32番人気）
3連単票数 計1014277 的中 ��� 1997（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．2―49．2―1：01．5―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイアーヴォルト �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2014．9．20 新潟3着

2012．3．2生 牡3鹿 母 リングフィンガー 母母 サークルシヨウワ 9戦1勝 賞金 10，950，000円
〔競走中止〕 テンエイリード号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ノースフォンテン号の騎手柴田善臣は，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：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キータイプ号・ダークグリーン号

15052 6月20日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （27東京3）第5日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40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

22 ハードロッカー �6黒鹿60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B436± 03：26．9 6．6�
33 メ テ オ ー ロ 牡4栗 60 金子 光希白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 462＋ 63：27．0� 7．1�
69 ハクユウドルフィン 牡4青鹿60 難波 剛健 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 450＋103：27．42� 25．9�
34 トーセンセカイオー 牡6鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 500＋ 63：28．03� 12．9�
46 レッドヴィーヴォ �5黒鹿60 上野 翔 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446－ 63：28．1� 28．7	
58 ゴールデンヒーロー 牡5鹿 60 平沢 健治 
シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 03：28．52� 1．6�
11 ウメジマダイオー 牡6鹿 60 草野 太郎村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 516＋123：28．92� 17．3�
45 ラグジードライブ �4栗 60 高野 和馬西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 472＋ 83：29．53� 65．0
813 ハドソンシチー 牡5黒鹿60 林 満明 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 444－ 63：32．5大差 50．8�
712 マイネルドメニカ 牡6栗 60 浜野谷憲尚 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌和 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 63：33．13� 16．8�
57 メイショウボンロク 牡4栗 60 田村 太雅松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 490－ 23：34．48 34．1�
814 ジェイケイホーム 牡5栃栗60 山本 康志小谷野次郎氏 本間 忍 新ひだか 池田牧場 472－ 83：37．5大差 81．3�
610 シャオシンジュ 牡3栗 58 石神 深一岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 472± 0 （競走中止） 160．2�
711 ドルチェレガート �4栗 60 江田 勇亮岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 2 （競走中止） 188．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，654，900円 複勝： 23，775，500円 枠連： 15，012，100円
馬連： 40，769，000円 馬単： 27，018，800円 ワイド： 27，666，300円
3連複： 54，290，900円 3連単： 90，198，400円 計： 298，385，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 290円 � 240円 � 510円 枠 連（2－3） 1，600円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 840円 �� 970円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 14，820円 3 連 単 ��� 75，680円

票 数

単勝票数 計 196549 的中 � 23634（2番人気）
複勝票数 計 237755 的中 � 22183（4番人気）� 28951（2番人気）� 10837（7番人気）
枠連票数 計 150121 的中 （2－3） 7270（6番人気）
馬連票数 計 407690 的中 �� 12511（8番人気）
馬単票数 計 270188 的中 �� 3990（15番人気）
ワイド票数 計 276663 的中 �� 8641（7番人気）�� 7436（8番人気）�� 2769（22番人気）
3連複票数 計 542909 的中 ��� 2747（46番人気）
3連単票数 計 901984 的中 ��� 864（209番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 52．2－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハードロッカー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 In The Wings デビュー 2011．9．4 新潟7着

2009．2．5生 �6黒鹿 母 ダ ラ バ ン カ 母母 Dararita 障害：3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ドルチェレガート号は，2周目5号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

シャオシンジュ号は，2周目5号障害〔竹柵〕飛越後に異常歩様となったため2周目6号障害〔いけ垣〕手前で競走中
止。

〔調教再審査〕 シャオシンジュ号は，2周目5号障害飛越後に異常歩様となったことについて障害調教再審査。
※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 サンマルスピリット号



15053 6月20日 晴 良 （27東京3）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左）

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

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

714 プロディガルサン 牡2鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486 ―1：36．9 1．4�

612 フジマサスペシャル 牡2鹿 54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 484 ―1：37．0� 52．1�
713 マイネルリプケン 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 田上 稔 508 ―1：37．1� 10．7�
35 トレンティーノ 牡2芦 54 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470 ―1：37．2� 5．9�
48 ビレッジシャトル 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也村山 輝雄氏 小野 次郎 平取 川向高橋育
成牧場 414 ―1：37．41� 109．1�

24 ジャマイカムーン 牡2鹿 54
51 ▲野中悠太郎 	スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 412 ―1：37．72 206．4


611 クラウンホイール 牡2鹿 54 大野 拓弥矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 土井牧場 484 ―1：37．91� 122．7�
36 アッテンツィオーネ 牡2黒鹿54 蛯名 正義森岡 幸人氏 矢野 英一 様似 髙村 伸一 456 ―1：38．0� 18．0�
11 ジ ャ ル ー ズ 牝2鹿 54 L．オールプレス 山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 450 ― 〃 クビ 43．9

（新）

59 バルダッサーレ 牡2黒鹿54 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 458 ―1：38．1� 235．5�

12 アンデスコンドル 牡2鹿 54 吉田 豊 	スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 谷川牧場 476 ―1：38．63 36．7�
47 サトノオマージュ 牡2鹿 54 内田 博幸里見 治氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：38．81� 17．7�
510 ウインストアヘッド 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ウイン 清水 英克 新ひだか 木村 秀則 444 ―1：39．11� 210．6�
23 パイナップルキング 牡2栗 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 奥村 武 新ひだか 金 宏二 440 ― 〃 クビ 192．1�
815 ヴィクトリーマハロ 牡2鹿 54 田辺 裕信古賀 慎一氏 尾形 和幸 新冠 村上牧場 440 ―1：39．2� 24．3�
816 リッジクルーズ 牡2鹿 54 原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 436 ―1：39．41 328．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，245，700円 複勝： 92，512，900円 枠連： 19，799，600円
馬連： 63，940，500円 馬単： 49，073，600円 ワイド： 33，915，200円
3連複： 73，057，300円 3連単： 143，030，900円 計： 519，575，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 620円 � 150円 枠 連（6－7） 1，620円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 950円 �� 270円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 15，570円

票 数

単勝票数 計 442457 的中 � 246536（1番人気）
複勝票数 計 925129 的中 � 671524（1番人気）� 8996（9番人気）� 61347（3番人気）
枠連票数 計 197996 的中 （6－7） 9427（6番人気）
馬連票数 計 639405 的中 �� 21641（7番人気）
馬単票数 計 490736 的中 �� 12913（10番人気）
ワイド票数 計 339152 的中 �� 8554（9番人気）�� 37724（2番人気）�� 2937（22番人気）
3連複票数 計 730573 的中 ��� 12842（13番人気）
3連単票数 計1430309 的中 ��� 6657（40番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．2―12．6―12．4―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．6―49．2―1：01．6―1：13．4―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロディガルサン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2013．2．22生 牡2鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15054 6月20日 晴 良 （27東京3）第5日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

36 ベ ル メ ー ル 牝3鹿 54 戸崎 圭太畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 494± 01：47．7 3．2�
48 キーフォーサクセス 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 438－ 21：47．8� 9．5�
612 アマレッティ 牝3栗 54 伊藤 工真 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 21：48．01 9．5�
11 エフティベス 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 アタマ 4．8�
47 コスモアルドラ 牡3鹿 56 松岡 正海岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 512－201：48．31� 51．6�
23 リガードリング 牡3黒鹿56 大野 拓弥	G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 クビ 17．9

510 オメガプレイヤー 牡3青 56 田辺 裕信原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 アタマ 103．2�
12 ベストエビデンス 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人大塚 亮一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 418－ 2 〃 ハナ 127．1�
815 アンギアーリ 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 476－101：48．4	 2．6
35 ヒャッカノサキガケ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 386＋ 41：48．61
 193．4�

24 シゲルノマオイ 牡3栗 56 L．オールプレス 森中 蕃氏 松永 康利 浦河 中村 雅明 476－ 21：48．91� 230．7�
（新）

59 カレイジルベルト 牡3鹿 56 吉田 豊ディアレスト 菊川 正達 浦河 松栄牧場 B470＋ 41：49．0� 33．0�
816 トーセンブルース 牝3黒鹿54 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 428－ 81：49．1	 159．6�
714 ドリーマーズハイ 牝3黒鹿54 西田雄一郎飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 454± 01：49．31
 362．1�
611 クリスタルシップ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 吉田牧場 432± 01：49．62 537．3�
713 コスモフットライト 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新ひだか 桜井牧場 452＋ 21：49．7	 284．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，099，500円 複勝： 40，120，800円 枠連： 15，755，600円
馬連： 69，805，200円 馬単： 36，561，800円 ワイド： 33，113，100円
3連複： 74，988，400円 3連単： 114，467，900円 計： 415，912，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 230円 � 230円 枠 連（3－4） 1，340円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 510円 �� 540円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 19，640円

票 数

単勝票数 計 310995 的中 � 76323（2番人気）
複勝票数 計 401208 的中 � 88116（1番人気）� 39293（5番人気）� 41317（4番人気）
枠連票数 計 157556 的中 （3－4） 9098（6番人気）
馬連票数 計 698052 的中 �� 35834（5番人気）
馬単票数 計 365618 的中 �� 11574（8番人気）
ワイド票数 計 331131 的中 �� 17341（4番人気）�� 16283（6番人気）�� 5872（16番人気）
3連複票数 計 749884 的中 ��� 12155（14番人気）
3連単票数 計1144679 的中 ��� 4224（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．1―48．3―1：00．4―1：12．6―1：24．0―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ベ ル メ ー ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．8．10 新潟16着

2012．2．12生 牝3鹿 母 エンドレスウェルズ 母母 フサイチカツラ 14戦1勝 賞金 12，700，000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 アキトプレスト号・ベンガル号
※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。



15055 6月20日 晴 重 （27東京3）第5日 第7競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走13時30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 クールエイジア 牡3鹿 56 柴田 善臣�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 452＋ 22：12．9 16．5�
12 キールコネクション 牡3栗 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 472－ 22：13．11 6．8�
713 テイエムゴーケツ 牡3鹿 56 吉田 豊竹園 正繼氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 540± 02：13．84 78．3�
611 トーセンリバティ 牡3鹿 56 武士沢友治島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 496－ 42：13．9� 8．7�
35 ラブトゥーマッチ 牡3鹿 56 横山 典弘 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新ひだか 折手牧場 488＋ 22：14．0� 3．7	
23 テイエムソラトブ 牡3栗 56 大野 拓弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 468－ 42：14．31� 172．8

47 ダイリュウスター 牡3青鹿56 石橋 脩大野 龍氏 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 514－ 4 〃 クビ 77．2�
24 エターナルクライ 牡3栗 56 内田 博幸窪田 康志氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 494＋ 82：14．51 3．1�
816 レイズユアハンズ 牡3鹿 56 田辺 裕信ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B508＋ 42：15．35 8．6�
510 ジャコバイティズム 牡3青鹿56 伊藤 工真窪田 康志氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 464± 02：15．4クビ 52．3�
612 オ ン ザ ヒ ル 牡3黒鹿56 北村 宏司大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 508－ 62：15．82� 32．0�
48 ダッシングブルー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 498－ 42：16．33 72．1�
815 タマヨリモハヤク 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 478－ 22：16．51 113．4�
714 トウショウノワール 牡3青鹿56 江田 照男トウショウ産業� 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 B460－ 42：16．82 27．2�
59 トワノキラメキ 牝3鹿 54 西田雄一郎河村 �平氏 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 478－ 2 〃 ハナ 421．5�
11 オブストラクション 牡3青鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 澤田 嘉隆 516－ 62：16．9� 11．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，663，600円 複勝： 41，755，500円 枠連： 20，507，400円
馬連： 72，401，300円 馬単： 36，258，100円 ワイド： 37，230，500円
3連複： 85，031，200円 3連単： 115，609，100円 計： 437，456，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 450円 � 190円 � 1，780円 枠 連（1－3） 600円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 11，360円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 15，210円 �� 6，100円

3 連 複 ��� 109，380円 3 連 単 ��� 450，620円

票 数

単勝票数 計 286636 的中 � 13832（7番人気）
複勝票数 計 417555 的中 � 22458（7番人気）� 72185（2番人気）� 4961（13番人気）
枠連票数 計 205074 的中 （1－3） 26431（1番人気）
馬連票数 計 724013 的中 �� 10157（20番人気）
馬単票数 計 362581 的中 �� 2393（41番人気）
ワイド票数 計 372305 的中 �� 5175（20番人気）�� 623（79番人気）�� 1565（46番人気）
3連複票数 計 850312 的中 ��� 583（201番人気）
3連単票数 計1156091 的中 ��� 186（918番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―12．7―12．2―12．2―12．6―12．9―12．9―12．9―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．4―31．1―43．3―55．5―1：08．1―1：21．0―1：33．9―1：46．8―1：59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3
6，8，12（2，14）（11，13）（5，15）16－4－9－3－7＝1－10
6（8，12，14）2（13，11，16）（5，15）4－9（3，7）－1＝10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クールエイジア �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．2．14 東京4着

2012．5．20生 牡3鹿 母 メイプルダンス 母母 シヤダイグローブ 4戦1勝 賞金 6，800，000円

15056 6月20日 晴 重 （27東京3）第5日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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
1：34．1
1：33．3

不良
良

34 ハッピーベリンダ 牝4鹿 55 横山 典弘窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 480＋ 21：37．1 3．5�
712 エグランティエ 牝3栗 52 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 426－12 〃 ハナ 22．1�
610 エドノプリンセス 牝4鹿 55 田中 勝春遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 464＋ 41：37．84 19．1�
33 � モ シ モ シ 牝5黒鹿55 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 422＋ 4 〃 ハナ 165．1�
11 エンドレストライ 牝4黒鹿55 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 462＋ 41：37．9� 26．4�
814� ラズライトブルー 牝4鹿 55 柴田 大知 	ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上 悦夫 430－ 2 〃 ハナ 25．6

45 レイヨンヴェール 牝4黒鹿55 大野 拓弥 	グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 486＋ 41：38．0クビ 2．4�
813 ジーガールージュ 牝3栗 52 内田 博幸�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 498± 01：38．21 5．9�
22 ディオーサシチー 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也 	友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 474＋ 21：38．41 30．6
69 アイヅラブリー 牝4鹿 55 武士沢友治真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 460－ 4 〃 ハナ 202．0�
57 ビ オ レ ン ト 牝4栗 55 蛯名 正義細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 462± 0 〃 ハナ 17．0�
46 スカーボロフェア 牝3鹿 52 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432± 01：38．61 34．2�
58 ヒラボクレジーナ 牝4鹿 55 北村 宏司	平田牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 474± 01：38．81� 22．5�
711 デルマキャッツアイ 牝4黒鹿 55

52 ▲石川裕紀人浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 498＋201：40．18 28．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，970，800円 複勝： 40，072，500円 枠連： 21，840，400円
馬連： 81，131，800円 馬単： 41，745，000円 ワイド： 42，338，900円
3連複： 96，022，800円 3連単： 140，495，600円 計： 495，617，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 510円 � 420円 枠 連（3－7） 2，080円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，070円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 18，130円 3 連 単 ��� 69，480円

票 数

単勝票数 計 319708 的中 � 71681（2番人気）
複勝票数 計 400725 的中 � 87392（2番人気）� 17049（7番人気）� 21224（5番人気）
枠連票数 計 218404 的中 （3－7） 8121（7番人気）
馬連票数 計 811318 的中 �� 17342（11番人気）
馬単票数 計 417450 的中 �� 6436（13番人気）
ワイド票数 計 423389 的中 �� 11933（6番人気）�� 10325（8番人気）�� 2472（33番人気）
3連複票数 計 960228 的中 ��� 3971（52番人気）
3連単票数 計1404956 的中 ��� 1466（193番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．6―48．1―1：00．6―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4F49．0―3F36．5
3 ・（8，11）（4，7，5）12（2，13，14）10，6（3，1）9 4 ・（8，11）（7，5）（4，12）（13，14）（2，10）6，3（1，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハッピーベリンダ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．8．4 新潟4着

2011．4．4生 牝4鹿 母 エイシンベリンダ 母母 エイシンララミー 11戦2勝 賞金 22，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



15057 6月20日 晴 良 （27東京3）第5日 第9競走 ��
��2，000�

は ち じ ょ う じ ま

八 丈 島 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

46 ネコタイショウ 牡5鹿 57 L．オールプレス 桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 452＋ 22：01．0 59．2�
（新）

711 トレジャーマップ 牡4鹿 57 内田 博幸小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 438－ 22：01．31� 3．0�
11 スペキュロス 牡3鹿 54 戸崎 圭太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 488＋ 4 〃 ハナ 6．1�
57 ストーリーセラー 牡4鹿 57 横山 典弘 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 508－ 42：01．51	 6．5�
58 パリカラノテガミ 牡4鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 444＋122：01．6
 4．1�
814 マンインザムーン 牡5芦 57 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490－102：01．81	 11．7	
712 ボーイフレンド 牡6栗 57 柴田 善臣北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 454＋ 82：01．9� 33．0

34 ブラックシェンロン 牡4鹿 57 伊藤 工真田頭 勇貴氏 竹内 正洋 登別 登別上水牧場 468－ 4 〃 クビ 191．5�
813 マクベスバローズ 牡5黒鹿57 吉田 豊猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B456± 0 〃 ハナ 69．8�
22 コスモツケマ 牝4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 474± 02：02．32
 118．2
610 レッドオラシオン 牡4芦 57 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 中舘 英二 千歳 社台ファーム 448－ 62：02．4クビ 98．2�
45 � ラハイナルナ 牡4鹿 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 愛 S. F. Blood-
stock LLC 560＋542：02．5
 30．6�

69 アンプラグド 牡4芦 57 石橋 脩諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 ハナ 6．4�
33 バ ン ク シ ー 牡5鹿 57 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 486－102：02．6
 262．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，654，200円 複勝： 50，035，000円 枠連： 24，443，400円
馬連： 103，172，500円 馬単： 48，378，300円 ワイド： 40，401，300円
3連複： 108，525，300円 3連単： 170，731，300円 計： 580，341，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，920円 複 勝 � 1，120円 � 140円 � 200円 枠 連（4－7） 2，620円

馬 連 �� 11，560円 馬 単 �� 33，590円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 4，460円 �� 410円

3 連 複 ��� 18，430円 3 連 単 ��� 191，610円

票 数

単勝票数 計 346542 的中 � 4683（9番人気）
複勝票数 計 500350 的中 � 7662（10番人気）� 127838（1番人気）� 63804（4番人気）
枠連票数 計 244434 的中 （4－7） 7222（11番人気）
馬連票数 計1031725 的中 �� 6913（27番人気）
馬単票数 計 483783 的中 �� 1080（68番人気）
ワイド票数 計 404013 的中 �� 3470（27番人気）�� 2179（36番人気）�� 28552（3番人気）
3連複票数 計1085253 的中 ��� 4414（47番人気）
3連単票数 計1707313 的中 ��� 646（420番人気）

ハロンタイム 13．4―12．5―12．2―12．3―12．5―12．0―11．7―11．2―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．9―38．1―50．4―1：02．9―1：14．9―1：26．6―1：37．8―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ネコタイショウ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．6．9 函館中止

2010．4．6生 牡5鹿 母 パ シ ェ ン テ 母母 オトメザトップ 34戦3勝 賞金 46，285，000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。

15058 6月20日 晴 良 （27東京3）第5日 第10競走 ��
��1，400�

さ が み こ

相 模 湖 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

79 アンジェリック 牝4鹿 55 田辺 裕信 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 472＋101：21．2 2．1�
33 クリノタカラチャン 牝5黒鹿55 横山 典弘栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 420＋ 41：21．41� 7．2�
44 ヒルノケアンズ 牝5黒鹿55 柴田 善臣�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 466－ 21：21．5	 42．7�
812 エデンロック 牡5鹿 57 北村 宏司田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 アタマ 4．3�
56 エ ネ ア ド 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 01：21．6	 6．0	
811 ライブリシュネル 牡5鹿 57 吉田 豊加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 472－ 41：21．7
 25．7

11 ア メ リ 牝5栗 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458－10 〃 クビ 7．3�
22 � キングクリチャン 牡6栗 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B496± 01：22．23 73．8�
710 クリノカンパニー 牡4鹿 57 柴田 大知栗本 博晴氏 和田 雄二 日高 三輪牧場 484－ 61：22．52 131．6
68 � レッドガルシア 牡6栗 57 松岡 正海 �東京ホースレーシング 中舘 英二 日高 下河辺牧場 B498－101：22．81
 62．3�
55 ディアポジション 牡4黒鹿57 大野 拓弥ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B474± 01：23．12 142．1�
67 � リックバナード 牡4栗 57 原田 和真山邉 浩氏 小桧山 悟 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 496－ 41：23．73	 286．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，074，200円 複勝： 43，833，500円 枠連： 22，630，900円
馬連： 110，887，200円 馬単： 63，716，600円 ワイド： 44，625，900円
3連複： 121，201，500円 3連単： 262，168，100円 計： 706，137，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 210円 � 750円 枠 連（3－7） 770円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，360円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 22，740円

票 数

単勝票数 計 370742 的中 � 139310（1番人気）
複勝票数 計 438335 的中 � 138990（1番人気）� 48858（5番人気）� 9482（8番人気）
枠連票数 計 226309 的中 （3－7） 22582（3番人気）
馬連票数 計1108872 的中 �� 112776（3番人気）
馬単票数 計 637166 的中 �� 45152（4番人気）
ワイド票数 計 446259 的中 �� 34337（3番人気）�� 7998（14番人気）�� 3905（21番人気）
3連複票数 計1212015 的中 ��� 12538（18番人気）
3連単票数 計2621681 的中 ��� 8358（68番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．0―11．2―11．3―12．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．2―45．4―56．7―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンジェリック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．9．21 中山2着

2011．3．6生 牝4鹿 母 タガノアイリス 母母 マルカアイリス 14戦4勝 賞金 52，139，000円
〔制裁〕 エデンロック号の騎手北村宏司は，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：1番）



15059 6月20日 晴 良 （27東京3）第5日 第11競走 ��
��2，000�ジューンステークス

発走15時45分 （芝・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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

69 メドウラーク 牡4鹿 57 田中 勝春吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：00．2 4．2�
57 � レッドルーファス 牡5栗 57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles

H. Wacker 508－ 22：00．41	 9．1�
33 � アウォーディー 牡5鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B508± 0 〃 ハナ 11．8�
58 ライズトゥフェイム 牡5鹿 57 石川裕紀人 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 2 〃 アタマ 64．0�
711� シャドウパーティー 牡6鹿 57 内田 博幸飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 492－ 62：00．5
 19．8	
11 カ ナ ロ ア 牡6鹿 57 L．オールプレス 金子真人ホールディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 460± 0 〃 クビ 10．1


（新）

712 ラ ン グ レ ー 牡4鹿 57 北村 宏司 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 アタマ 3．1�
610 ロジメジャー 牡6黒鹿57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494± 02：00．81� 82．2�
45 エバーグリーン 牡7青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 510＋ 82：01．01 27．2
22 コスモユッカ 牡6鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 484＋ 2 〃 クビ 95．7�
46 セ キ シ ョ ウ 牝5青鹿55 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 508＋ 42：01．1クビ 23．6�
813 シャドウダンサー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 488－12 〃 ハナ 5．0�
814 ケイアイチョウサン 牡5黒鹿57 蛯名 正義�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 450± 0 〃 クビ 48．3�
34 シャイニーガール 牝4鹿 55 江田 照男小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 484＋ 22：01．3� 47．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 85，049，500円 複勝： 125，515，200円 枠連： 66，402，800円
馬連： 326，472，100円 馬単： 134，761，800円 ワイド： 127，090，100円
3連複： 400，050，300円 3連単： 636，424，000円 計： 1，901，765，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 270円 � 310円 枠 連（5－6） 1，580円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 900円 �� 870円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 32，680円

票 数

単勝票数 計 850495 的中 � 159904（2番人気）
複勝票数 計1255152 的中 � 199786（2番人気）� 117382（4番人気）� 96146（6番人気）
枠連票数 計 664028 的中 （5－6） 32530（5番人気）
馬連票数 計3264721 的中 �� 120178（6番人気）
馬単票数 計1347618 的中 �� 27613（10番人気）
ワイド票数 計1270901 的中 �� 36774（9番人気）�� 38082（8番人気）�� 18954（20番人気）
3連複票数 計4000503 的中 ��� 41201（24番人気）
3連単票数 計6364240 的中 ��� 14118（98番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．6―12．4―12．7―12．5―12．1―11．1―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―35．8―48．2―1：00．9―1：13．4―1：25．5―1：36．6―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

メドウラーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．2．8 京都2着

2011．4．5生 牡4鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 12戦5勝 賞金 77，676，000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 サクラボールド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15060 6月20日 晴 稍重 （27東京3）第5日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時30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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

510 サ ノ イ チ 牡4鹿 57 内田 博幸ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 478＋ 61：24．3 2．5�
612 マサノグリンベレー 牡4青 57 田辺 裕信中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 492－ 41：24．51� 9．6�
59 ツインキャンドル 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B446＋ 41：24．6� 19．8�
36 � フ ィ ラ ー レ 牡4黒鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B462＋ 41：24．7	 22．0�
816 ダ ウ ト レ ス 牡4鹿 57 江田 照男�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510± 01：25．12	 4．4	
35 ロジテースト 牡4鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：25．2� 60．7

24 トミケンキルカス 牡3栗 54 横山 典弘冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 500＋ 21：25．3クビ 40．0�
815 ノーモアベット 牡3青鹿54 伊藤 工真髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 448＋ 21：25．4	 40．1�
713 ゴールドリーガル 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 468＋ 81：25．5	 20．4
11 キ ザ シ 牡3栗 54 武士沢友治 �フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 432－ 21：25．82 57．3�
12 � アペルトゥーラ 牡4栗 57 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 41：26．01� 4．7�
23 ウォースピリッツ 
5黒鹿57 北村 宏司 �シルクレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋121：26．21	 107．0�
714 タイザンホクト 牡5鹿 57 嘉藤 貴行�日進牧場 竹内 正洋 浦河 日進牧場 492－ 81：26．3クビ 140．4�
611 アスキットキング 牡5鹿 57 石橋 脩中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 428－ 61：26．51	 225．0�
48 オトコギイッポン 牡3鹿 54 柴田 大知飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 492± 01：27．35 13．7�
47 ブライティアミル 牝5栗 55

52 ▲野中悠太郎小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 448－ 81：29．3大差 327．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，569，000円 複勝： 84，624，900円 枠連： 40，142，900円
馬連： 169，320，200円 馬単： 78，608，000円 ワイド： 81，871，600円
3連複： 207，860，600円 3連単： 343，931，500円 計： 1，067，928，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 230円 � 440円 枠 連（5－6） 900円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 450円 �� 750円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 13，760円

票 数

単勝票数 計 615690 的中 � 191942（1番人気）
複勝票数 計 846249 的中 � 250607（1番人気）� 81688（4番人気）� 35051（8番人気）
枠連票数 計 401429 的中 （5－6） 34342（3番人気）
馬連票数 計1693202 的中 �� 119153（3番人気）
馬単票数 計 786080 的中 �� 32247（5番人気）
ワイド票数 計 818716 的中 �� 50152（3番人気）�� 27737（7番人気）�� 8755（25番人気）
3連複票数 計2078606 的中 ��� 34029（13番人気）
3連単票数 計3439315 的中 ��� 18120（34番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．0―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．2―47．2―59．2―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ノ イ チ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．14 福島5着

2011．5．13生 牡4鹿 母 エ ト レ ー ヌ 母母 ライジングサンデー 20戦3勝 賞金 52，682，000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。
（非抽選馬） 5頭 カシノスティーヴ号・カシノトラダマシイ号・カンタベリーヒメ号・ハッピーサークル号・モリトハリウッド号



（27東京3）第5日 6月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

183，020，000円
3，140，000円
8，400，000円
1，220，000円
16，200，000円
70，913，500円
5，390，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
448，054，100円
688，363，700円
292，820，300円
1，184，072，600円
614，247，500円
558，965，100円
1，403，294，700円
2，324，327，300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 7，514，145，300円

総入場人員 25，263名 （有料入場人員 23，703名）
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