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15085 6月28日 晴 稍重 （27東京3）第8日 第1競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 ラブミラーボード 牝3芦 54 嘉藤 貴行増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 422＋ 21：26．0 7．3�
11 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 村田 一誠井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B464＋ 41：26．1� 18．1�
510 イ ク シ ア 牝3芦 54 北村 宏司 �シルクレーシング 栗田 徹 平取 坂東牧場 450－ 8 〃 クビ 3．7�
12 メガミチャン 牝3鹿 54 戸崎 圭太�イージス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 21：26．31� 2．3�
611 フローラルダンサー 牝3鹿 54 吉田 豊岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 508＋ 81：26．51 8．6	
35 ダイワポデスタ 牝3黒鹿54 田中 勝春大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 496－ 81：26．6� 45．3

23 プリサイスギフト 牝3鹿 54 田辺 裕信山科 統氏 尾形 和幸 浦河 バンダム牧場 472± 01：26．81� 20．8�
714 サンタイラー 牝3栗 54 岩部 純二加藤 信之氏 竹内 正洋 浦河 浦河小林牧場 436＋ 41：27．65 248．1�
24 ナスノマジック 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 昭一氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 常郎 392－ 4 〃 アタマ 15．3
47 デルマゴシンゾサン 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 406＋ 2 〃 ハナ 156．4�
816 メイショウメラボシ 牝3鹿 54 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 432－ 61：27．81 251．7�
36 オランジュバトー 牝3芦 54 江田 照男井手 慶祐氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム B450－ 2 〃 クビ 15．1�
59 ロッソマドンナ 牝3青鹿54 大野 拓弥星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 408＋ 41：27．9� 33．7�
713 ブルーライトクロス 牝3鹿 54 国分 優作佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム 500＋ 61：28．43 208．5�
612 ヤマニンルバンシュ 牝3鹿 54 菅原 隆一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 412＋ 21：29．67 285．7�

（15頭）
48 ミルファンティ 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 446－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，575，700円 複勝： 27，342，500円 枠連： 11，236，500円
馬連： 53，657，000円 馬単： 30，580，100円 ワイド： 25，201，300円
3連複： 65，924，300円 3連単： 93，692，700円 計： 327，210，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 260円 � 150円 枠 連（1－8） 740円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 8，840円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 460円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 27，550円

票 数

単勝票数 差引計 195757（返還計 871） 的中 � 21412（3番人気）
複勝票数 差引計 273425（返還計 977） 的中 � 29680（3番人気）� 22774（5番人気）� 60566（2番人気）
枠連票数 差引計 112365（返還計 13） 的中 （1－8） 11747（2番人気）
馬連票数 差引計 536570（返還計 4868） 的中 �� 7880（17番人気）
馬単票数 差引計 305801（返還計 3496） 的中 �� 2594（29番人気）
ワイド票数 差引計 252013（返還計 3286） 的中 �� 5318（14番人気）�� 14970（3番人気）�� 8004（10番人気）
3連複票数 差引計 659243（返還計 15453） 的中 ��� 16062（9番人気）
3連単票数 差引計 936927（返還計 18746） 的中 ��� 2465（90番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．4―12．7―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．8―47．2―59．9―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブミラーボード �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ミラクルアドマイヤ デビュー 2014．11．8 福島11着

2012．4．9生 牝3芦 母 ラ ブ ミ ラ ー 母母 シャトーモア 10戦1勝 賞金 8，650，000円
〔競走除外〕 ミルファンティ号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため装鞍所で競走除外。

15086 6月28日 晴 稍重 （27東京3）第8日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時25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

35 サンマルバロン �3栗 56 内田 博幸相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 444－121：38．3 10．3�
24 ステイリッチ 牡3栗 56 戸崎 圭太宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534－ 21：38．51� 1．7�
47 クリールランペイジ 牡3鹿 56 津村 明秀横山 修二氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 468－181：39．24 6．4�
510 デュアルフレイム 牡3栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B446± 01：39．3� 22．0�
12 ロードメタリック �3青鹿 56

53 ▲石川裕紀人 �ロードホースクラブ 小島 茂之 新ひだか ケイアイファーム 434＋ 41：39．93� 31．1	
815 ネコハッピー 牝3黒鹿54 L．オールプレス 桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 436＋ 41：40．11� 50．7


（新）

611 モンドクラフト 牡3鹿 56 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 548 ―1：40．2� 101．8�
11 ワールドハーモニー 牡3鹿 56 松岡 正海日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル B472＋ 41：40．3� 211．4�
59 ガ ニ メ ー ド 牡3鹿 56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－10 〃 ハナ 18．2
714 ポインテッドラン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 454－ 41：40．62 300．9�
23 エンパイアサンデー 牡3鹿 56 川須 栄彦戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 514－ 81：40．81� 110．3�
36 ゴールドスティール 牝3黒鹿54 宮崎 北斗居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 446± 0 〃 ハナ 190．0�
48 クレスタラン �3鹿 56 嘉藤 貴行 H.H．シェイク・モハメド 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B524 ―1：40．9� 343．9�
713 アラホウジョウ 牝3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 472± 01：41．53� 22．1�
612 ドリームユニバンス 牡3黒鹿56 北村 宏司亀井 哲也氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 476－ 81：43．8大差 5．2�
816 カツノフィフス 牡3鹿 56 的場 勇人勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 430± 01：45．9大差 573．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，548，800円 複勝： 65，266，600円 枠連： 14，090，900円
馬連： 65，995，700円 馬単： 43，779，500円 ワイド： 37，155，100円
3連複： 82，899，500円 3連単： 142，936，600円 計： 480，672，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 170円 � 110円 � 160円 枠 連（2－3） 540円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 290円 �� 660円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 10，940円

票 数

単勝票数 計 285488 的中 � 21974（4番人気）
複勝票数 計 652666 的中 � 49891（4番人気）� 373183（1番人気）� 57166（3番人気）
枠連票数 計 140909 的中 （2－3） 19948（2番人気）
馬連票数 計 659957 的中 �� 82036（3番人気）
馬単票数 計 437795 的中 �� 15783（8番人気）
ワイド票数 計 371551 的中 �� 33180（3番人気）�� 12466（8番人気）�� 44362（2番人気）
3連複票数 計 828995 的中 ��� 50918（3番人気）
3連単票数 計1429366 的中 ��� 9464（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．4―48．7―1：01．2―1：13．4―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルバロン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．6 新潟12着

2012．5．14生 �3栗 母 ジョウノエリザベス 母母 ジョウノマチエール 6戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームユニバンス号・カツノフィフス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

7月28日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブロッサムヒル号
（非抽選馬） 1頭 アゼリア号
※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。

第３回 東京競馬 第８日



15087 6月28日 晴 稍重 （27東京3）第8日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時55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

59 ギンガメテオール 牡3芦 56 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 512＋ 21：25．3 6．0�
510 タイセイプレシャス 牡3栗 56 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 464± 01：25．51� 5．7�
23 キ ン グ リ オ 牡3鹿 56 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 506－ 21：25．71� 2．1�
35 ピュウモッソ 牡3青鹿56 二本柳 壮片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 グラストレーニ

ングセンター 490＋101：26．23 22．6�
36 シゲルナマハゲ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 438－ 21：26．51	 34．3�
11 ラヴァーズデイ 牝3黒鹿54 柴田 大知堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 高岸 順一 462＋ 41：26．82 32．9�
612 スパイホップ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 B484＋ 4 〃 アタマ 99．1	
713 ダークグリーン 牡3青鹿56 内田 博幸
須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 442－ 61：26．9� 13．3�
815 サスナーアディーン 牡3鹿 56 吉田 豊ホースアディクト伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 B468－ 21：27．0� 55．6�
714 タマモヴィオーラ 牡3鹿 56 松岡 正海タマモ 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 B470－ 41：27．42� 224．7�
611 フランクジョイ 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎坂本 万夫氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 476＋ 41：27．72 285．6�
47 デ ィ ナ ー ル 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 450＋ 41：28．33� 415．0�
48 フ ロ ッ ケ 牡3栗 56 大野 拓弥 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B430－101：28．51� 153．7�
12 レッドグロワール 牡3鹿 56 宮崎 北斗 東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム B458＋ 21：30．4大差 125．3�
816 ロイヤルセレモニー 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454＋ 61：34．1大差 83．6�
24 シンボリセザンヌ 牡3鹿 56 戸崎 圭太シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B492＋ 6 （競走中止） 4．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，744，200円 複勝： 40，530，900円 枠連： 21，570，500円
馬連： 64，802，000円 馬単： 40，181，900円 ワイド： 34，166，600円
3連複： 79，714，300円 3連単： 128，187，900円 計： 437，898，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 150円 � 140円 � 110円 枠 連（5－5） 1，640円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 420円 �� 270円 �� 260円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 8，550円

票 数

単勝票数 計 287442 的中 � 37870（4番人気）
複勝票数 計 405309 的中 � 55849（4番人気）� 67603（2番人気）� 121786（1番人気）
枠連票数 計 215705 的中 （5－5） 10159（5番人気）
馬連票数 計 648020 的中 �� 33911（5番人気）
馬単票数 計 401819 的中 �� 10156（9番人気）
ワイド票数 計 341666 的中 �� 18794（4番人気）�� 33463（3番人気）�� 34415（2番人気）
3連複票数 計 797143 的中 ��� 62634（3番人気）
3連単票数 計1281879 的中 ��� 10861（24番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―11．3―12．2―13．0―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．5―34．8―47．0―1：00．0―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギンガメテオール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．11．29 東京3着

2012．2．13生 牡3芦 母 アイアイボタン 母母 ユーワジョイナー 7戦1勝 賞金 7，590，000円
〔競走中止〕 シンボリセザンヌ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 ロイヤルセレモニー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドグロワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月28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。
（非抽選馬） 1頭 イロジカケ号

15088 6月28日 晴 良 （27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25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 ワラッチャオ 牝3青鹿54 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 472＋121：34．4 4．3�
714 ハッピームーン 牡3黒鹿56 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 452＋ 21：34．5� 5．7�
713 アリビアール 牡3黒鹿56 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 青森 一山育成牧場 464＋161：34．71� 7．3�
12 デトロイトカフェ 牝3黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 浦河 小島牧場 460± 0 〃 クビ 7．7�
11 レッドアフレイム 牡3鹿 56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 452－ 21：34．91� 3．1�
24 トウカイエンプレス 牝3黒鹿54 武士沢友治内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 446＋161：35．11 67．7	
47 ストレートプレイ 牝3鹿 54 松岡 正海 
社台レースホース小島 太 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋12 〃 クビ 15．4�
36 ニシノユウキ 牝3芦 54 田中 勝春西山 茂行氏 高木 登 新冠 川上牧場 450－ 41：35．2� 21．0�
612 エクボビューティー 牝3黒鹿54 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 新ひだか 寺越 政幸 412＋ 21：35．3� 293．4
23 ゴーオンハート 牡3黒鹿56 L．オールプレス
宮内牧場 天間 昭一 日高 佐々木牧場 468＋ 81：35．4クビ 20．0�

（新）

48 パ ス レ ル 牝3芦 54 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 434－ 21：35．72 77．6�
611 オリオンバローズ 牡3鹿 56 石橋 脩猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 534 ―1：35．8クビ 122．8�
59 レスペランス 牝3鹿 54 吉田 豊 
シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 428 ―1：36．01� 18．7�
816 ユ ン ゼ イ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人大塚 亮一氏 矢野 英一 新冠 村上 雅規 444－ 41：36．85 176．7�
35 チャンドラプラバー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也 
サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 440＋121：38．07 214．2�
815 ア レ グ ロ ン �3栗 56 川須 栄彦栗坂 崇氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 B482＋ 21：38．21� 245．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，279，100円 複勝： 37，581，000円 枠連： 20，572，500円
馬連： 66，257，600円 馬単： 37，230，000円 ワイド： 30，765，000円
3連複： 77，920，500円 3連単： 109，667，200円 計： 408，272，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 170円 � 210円 枠 連（5－7） 650円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 500円 �� 630円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 13，230円

票 数

単勝票数 計 282791 的中 � 51451（2番人気）
複勝票数 計 375810 的中 � 57493（3番人気）� 61478（2番人気）� 41177（5番人気）
枠連票数 計 205725 的中 （5－7） 24394（3番人気）
馬連票数 計 662576 的中 �� 35752（5番人気）
馬単票数 計 372300 的中 �� 10943（8番人気）
ワイド票数 計 307650 的中 �� 16215（4番人気）�� 12391（9番人気）�� 12996（7番人気）
3連複票数 計 779205 的中 ��� 20828（7番人気）
3連単票数 計1096672 的中 ��� 6009（29番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．9―12．1―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．9―46．8―58．9―1：10．6―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワラッチャオ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2014．8．23 新潟14着

2012．5．20生 牝3青鹿 母 アナタゴノミ 母母 アララットサン 5戦1勝 賞金 7，350，000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 コスモピンパーネル号・ダイワパフォーム号・ビバナポリ号・フォアニーム号・ペルセフォネ号
※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。



15089 6月28日 晴 良 （27東京3）第8日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時15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 フ ァ ド 牝2栗 54 吉田 豊森岡 幸人氏 矢野 英一 日高 浜本牧場 468 ―1：36．2 5．2�
59 ビービーバーレル 牝2栗 54 石橋 脩坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 468 ―1：36．3� 37．2�
611 ウインファビラス 牝2芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 446 ―1：36．51� 9．9�
23 ピ キ ー ヨ 牡2黒鹿54 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新冠 奥山 博 482 ―1：36．92� 17．4�
816 ダノンキャップ 牡2栗 54 北村 宏司�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 516 ―1：37．11� 2．3�
510 テンプルツリー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 430 ― 〃 ハナ 10．2	
48 クラウンムーン 牝2黒鹿54 江田 照男�クラウン 菊川 正達 新冠 カミイスタット 436 ―1：37．2� 45．5

24 ミラクルバイオ 牡2栗 54 川須 栄彦バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 462 ―1：37．3	 80．8�
713 レ デ ィ バ ゴ 牝2鹿 54 武士沢友治新井原 博氏 武市 康男 浦河 村下 清志 438 ―1：37．4� 48．1�
815 ネコダンサー 牡2黒鹿54 L．オールプレス 桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 466 ―1：37．5� 29．3

（新）

12 ブランシェクール 牝2芦 54 伊藤 工真 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 500 ―1：37．6	 15．7�
35 ユイノロマン 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也由井健太郎氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 406 ― 〃 アタマ 68．6�

612 マウシムトウショウ 牝2栗 54 津村 明秀トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480 ― 〃 アタマ 110．8�
36 アーバンスター 牡2鹿 54 柴田 善臣保坂 和孝氏 池上 昌弘 平取 中川 隆 468 ―1：37．81� 37．4�
11 シトラスクーラー 牡2鹿 54 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 458 ―1：38．86 13．0�
47 マイクルトップ 牡2鹿 54 大庭 和弥平本 敏夫氏 蛯名 利弘 日高 原田牧場 436 ―1：38．9クビ 148．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，444，500円 複勝： 34，209，600円 枠連： 19，401，000円
馬連： 64，137，000円 馬単： 37，660，200円 ワイド： 31，860，900円
3連複： 76，745，400円 3連単： 109，581，400円 計： 411，040，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 650円 � 260円 枠 連（5－7） 1，510円

馬 連 �� 6，690円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 830円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 17，610円 3 連 単 ��� 101，980円

票 数

単勝票数 計 374445 的中 � 60705（2番人気）
複勝票数 計 342096 的中 � 56204（2番人気）� 11215（9番人気）� 34449（3番人気）
枠連票数 計 194010 的中 （5－7） 9953（7番人気）
馬連票数 計 641370 的中 �� 7427（23番人気）
馬単票数 計 376602 的中 �� 2904（27番人気）
ワイド票数 計 318609 的中 �� 4249（22番人気）�� 10325（7番人気）�� 2870（31番人気）
3連複票数 計 767454 的中 ��� 3268（53番人気）
3連単票数 計1095814 的中 ��� 779（284番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―36．1―48．4―1：00．9―1：12．6―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2013．3．31生 牝2栗 母 イルネージュ 母母 ジュウニヒトエ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ミラクルバイオ号の騎手川須栄彦は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アストラエンブレム号・イエスアイゲット号・ガオガイリュイ号・カシノエイシ号・トウショウシールド号・

ファータグリーン号・マックール号
※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。

15090 6月28日 晴 良 （27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
2：06．7
2：05．9

良
良

34 � アメリカンゴールド 牡3鹿 56 北村 宏司吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-
tion Syndicate B520－ 42：12．8 2．3�

33 セイカアヴァンサ 牡3鹿 56 武士沢友治久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 442－ 62：13．33 6．3�
22 ク ピ ド 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 446－ 62：14．15 20．7�
11 � ミ ス エ リ カ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太荒牧 政美氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B506－102：14．63 4．0�
610 トーセンリバティ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ
スティファーム B496± 02：14．8� 11．5	

69 トミケンブレスク 牡3鹿 56 松岡 正海冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 福岡 光夫 B470－ 62：15．01	 58．8

712 コスモポッポ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 470＋ 6 〃 アタマ 23．8�
46 � ウィスパーノット 
3青鹿56 石橋 脩�ノースヒルズ 中舘 英二 米 North Hills

Co. LTD. 478－ 62：15．1クビ 10．8
58 � アメリカンストーム 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &
Michael Baum 544＋ 62：16．05 16．0�

813 トーセンモバイル 牡3鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B480－ 22：16．1� 19．3�
45 エリーアイズ 牝3黒鹿54 伊藤 工真谷川 正純氏 浅野洋一郎 むかわ 市川牧場 432＋ 42：16．2クビ 295．4�
814 モエレプロシード 牡3鹿 56 吉田 豊中村 和夫氏 木村 哲也 日高 道見牧場 B514－122：16．52 176．3�
711 ニットウソレイユ 牡3鹿 56 L．オールプレス 藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 494－ 62：16．92� 170．9�

（新）

57 グラスエンプレス 牝3鹿 54 嘉藤 貴行半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 508＋ 22：18．39 246．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，246，000円 複勝： 45，805，100円 枠連： 17，882，200円
馬連： 76，325，900円 馬単： 42，133，300円 ワイド： 38，216，600円
3連複： 87，362，900円 3連単： 134，812，400円 計： 471，784，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 160円 � 310円 枠 連（3－3） 750円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 290円 �� 670円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 5，070円

票 数

単勝票数 計 292460 的中 � 99321（1番人気）
複勝票数 計 458051 的中 � 126004（1番人気）� 70376（3番人気）� 26325（7番人気）
枠連票数 計 178822 的中 （3－3） 18424（2番人気）
馬連票数 計 763259 的中 �� 86911（2番人気）
馬単票数 計 421333 的中 �� 33170（2番人気）
ワイド票数 計 382166 的中 �� 38719（2番人気）�� 13842（7番人気）�� 10450（10番人気）
3連複票数 計 873629 的中 ��� 34657（4番人気）
3連単票数 計1348124 的中 ��� 19255（5番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―12．6―13．0―12．6―12．6―12．6―12．5―12．4―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―31．0―44．0―56．6―1：09．2―1：21．8―1：34．3―1：46．7―1：59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
1（4，8）12（3，7，13）6，14（2，10）－11，9＝5・（1，4）（8，13）3（6，7，12）14，2（9，11）10－5

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンゴールド �
�
父 Galileo �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2014．11．30 東京8着

2012．3．17生 牡3鹿 母 Society Selection 母母 Love That Jazz 7戦1勝 賞金 7，150，000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28日 晴 良 （27東京3）第8日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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
1：31．3
1：30．7

良
良

510� サンソヴール 牝4黒鹿55 戸崎 圭太�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 440－141：33．6 4．5�
815 スマイルシャワー 牝4鹿 55 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 480－ 21：33．7� 5．7�
35 ミュゼリトルガール 牝4鹿 55 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 436－ 8 〃 クビ 10．1�
48 ナイアガラモンロー 牝3鹿 52

49 ▲石川裕紀人塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 500± 01：33．91 5．2�
12 コスモラパン 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 410＋ 6 〃 クビ 11．3	
47 プレイアップ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B430－ 61：34．11	 35．4


714 ゴールドシャンティ 牝3黒鹿52 村田 一誠大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 静内酒井牧場 416± 01：34．2クビ 4．9�
59 ツクバアラモード 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B462± 01：34．51� 248．7�
24 サンタレジーナ 牝4栗 55 吉田 豊吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B494＋121：34．71
 12．6
23 ジュエルアラモード 牝3栗 52 江田 照男西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 498＋ 81：34．8クビ 42．8�
713 スズカプリティー 牝4鹿 55 二本柳 壮永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 458＋ 21：34．9	 278．2�
816 モズマッテタワ 牝5黒鹿55 北村 宏司 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 482± 01：35．11
 20．0�
612 エリーザベスト 牝4黒鹿55 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 512± 0 〃 クビ 15．1�
36 � クールアンジュ 牝4芦 55 嘉藤 貴行オールラブクラブ 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 458－ 51：35．63 202．0�
611� シ ガ ー ロ ス 牝4鹿 55 大野 拓弥�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B486－ 4 〃 ハナ 199．4�
11 ヨッテウタッテ 牝4鹿 55 伊藤 工真小田切有一氏 石毛 善彦 新冠 中地 康弘 464－ 41：35．7クビ 73．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，903，000円 複勝： 50，092，900円 枠連： 20，419，100円
馬連： 92，460，500円 馬単： 43，822，700円 ワイド： 43，176，900円
3連複： 106，755，600円 3連単： 144，623，300円 計： 534，254，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 170円 � 260円 枠 連（5－8） 1，060円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 760円 �� 930円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 16，180円

票 数

単勝票数 計 329030 的中 � 58048（1番人気）
複勝票数 計 500929 的中 � 67434（4番人気）� 87299（1番人気）� 44206（5番人気）
枠連票数 計 204191 的中 （5－8） 14914（3番人気）
馬連票数 計 924605 的中 �� 49715（4番人気）
馬単票数 計 438227 的中 �� 12927（4番人気）
ワイド票数 計 431769 的中 �� 14795（5番人気）�� 11874（10番人気）�� 12503（9番人気）
3連複票数 計1067556 的中 ��� 18057（9番人気）
3連単票数 計1446233 的中 ��� 6478（22番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．9―12．2―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．3―46．2―58．4―1：10．1―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンソヴール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．2．3生 牝4黒鹿 母 サンヴィクトワール 母母 ヴィクトリーバンク 6戦1勝 賞金 11，900，000円
初出走 JRA

15092 6月28日 晴 良 （27東京3）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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
1：44．2
1：43．9

良
良

11 ジュンツバサ 牡3鹿 54 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 494－101：46．9 5．7�
69 フジマサクラウン 牡4鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 494± 01：47．11� 17．7�
33 スパーブデイ 牡4鹿 57 内田 博幸藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 522± 0 〃 アタマ 5．9�
610 レッドルモンド 牡3青鹿54 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 534＋ 21：47．52� 5．6�
813 ソールインパクト 牡3芦 54 戸崎 圭太窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 0 〃 クビ 2．7�
814 コスモボアソルテ 牡3芦 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 482± 01：47．71 47．4

711 ラリングクライ 牡4黒鹿57 石橋 脩 	社台レースホース堀 宣行 安平 追分ファーム 472＋ 61：47．8� 5．9�
45 アサクサスターズ 牡4栗 57

54 ▲石川裕紀人田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482± 01：47．9� 14．9�
712 ネルトスグアサ 牡5黒鹿57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 456± 0 〃 アタマ 88．0
58 トーセンジャステス 牡5鹿 57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：48．32� 63．0�
34 コスモレヴァータ 牡4鹿 57 松岡 正海岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 472＋14 〃 アタマ 238．4�
22 マコトダッソー 牡3栗 54

51 ▲木幡 初也�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 478± 01：48．93� 107．9�
46 ドンビザッツウェイ 牡8鹿 57 武士沢友治田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 480－ 41：50．39 208．4�
57 タケルファラオ 牡4栗 57 国分 優作森 保彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 484± 01：50．93� 157．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，880，100円 複勝： 55，879，000円 枠連： 20，253，200円
馬連： 114，590，900円 馬単： 57，240，400円 ワイド： 49，782，200円
3連複： 120，541，300円 3連単： 198，193，800円 計： 658，360，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 540円 � 190円 枠 連（1－6） 1，410円

馬 連 �� 8，270円 馬 単 �� 12，540円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 500円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 60，730円

票 数

単勝票数 計 418801 的中 � 58544（3番人気）
複勝票数 計 558790 的中 � 75881（5番人気）� 21490（7番人気）� 86756（2番人気）
枠連票数 計 202532 的中 （1－6） 11054（7番人気）
馬連票数 計1145909 的中 �� 10730（20番人気）
馬単票数 計 572404 的中 �� 3422（36番人気）
ワイド票数 計 497822 的中 �� 5977（22番人気）�� 27200（5番人気）�� 12022（14番人気）
3連複票数 計1205413 的中 ��� 10868（29番人気）
3連単票数 計1981938 的中 ��� 2366（186番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．5―12．1―12．2―12．3―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．7―47．8―1：00．0―1：12．3―1：23．9―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンツバサ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．11．24 東京12着

2012．4．15生 牡3鹿 母 ピンクガーター 母母 オーピーキャット 3戦2勝 賞金 12，500，000円



15093 6月28日 晴 良 （27東京3）第8日 第9競走 ��
��2，400�

い な ぎ

稲 城 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53�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
2：22．1
2：22．1

良
良

712 マイネルリード 牡3鹿 53 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 22：27．0 13．0�

33 ノースストーム 牡3鹿 53 戸崎 圭太吉澤 克己氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 480＋16 〃 クビ 3．6�
69 カムイミンタラ 牡5鹿 57 L．オールプレス �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 500－ 22：27．1クビ 6．4�

（新）

11 ジューヴルエール 牡5黒鹿57 北村 宏司 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 クビ 17．3�
45 デバイスドライバー 牡3栗 53 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 516－ 42：27．2� 3．0	
610 ナンヨーテンプル 牡3黒鹿53 柴田 善臣中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 480－ 22：27．41	 50．0

46 トルークマクト 牡5鹿 57 江田 照男�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 454－ 6 〃 クビ 7．1�
22 ローレルラスター 牡5鹿 57 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 486－ 2 〃 アタマ 24．2�
711 マイネルシャルフ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B502－ 42：27．71
 48．5
57 ボーイフレンド 牡6栗 57 内田 博幸北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 450－ 42：27．8� 19．5�
58 シグナルアロー 牡3鹿 53 武士沢友治榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 462＋ 22：28．01	 40．7�
813 セプテントリオ �5黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース中舘 英二 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 22：28．21	 52．2�
34 ドラゴンパイロ 牡3青鹿53 大野 拓弥窪田 康志氏 高橋 文雅 浦河 �川 啓一 530＋102：28．41� 103．2�
814 ステージジャンプ 牡5鹿 57 田辺 裕信合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 500－ 62：33．0大差 35．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，982，700円 複勝： 62，399，100円 枠連： 29，931，600円
馬連： 122，630，100円 馬単： 57，664，300円 ワイド： 56，901，800円
3連複： 138，827，700円 3連単： 206，820，300円 計： 715，157，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 320円 � 190円 � 190円 枠 連（3－7） 2，140円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，290円 �� 620円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 44，280円

票 数

単勝票数 計 399827 的中 � 24476（5番人気）
複勝票数 計 623991 的中 � 43446（5番人気）� 92796（2番人気）� 91985（3番人気）
枠連票数 計 299316 的中 （3－7） 10820（8番人気）
馬連票数 計1226301 的中 �� 32510（11番人気）
馬単票数 計 576643 的中 �� 5778（28番人気）
ワイド票数 計 569018 的中 �� 12891（11番人気）�� 11046（15番人気）�� 24746（5番人気）
3連複票数 計1388277 的中 ��� 19506（13番人気）
3連単票数 計2068203 的中 ��� 3386（132番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．3―12．5―12．6―12．7―12．8―12．7―12．7―11．7―11．4―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�
12．6―23．7―36．0―48．5―1：01．1―1：13．8―1：26．6―1：39．3―1：52．0―2：03．7―2：15．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0
1
3
14，12（1，7，11）3－（4，10）5－（6，9）－8，13＝2
14，12（1，7）（3，10，11）（4，6，5）（13，8，9）－2

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

勝馬の
紹 介

マイネルリード �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2014．6．7 東京7着

2012．2．7生 牡3鹿 母 コスモミール 母母 トリプルタイム 9戦2勝 賞金 20，894，000円
〔その他〕 ステージジャンプ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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28日 晴 良 （27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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611� アジアンテースト 牡3鹿 54 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Gerson
Racing 554＋121：24．2 2．4�

12 プリサイスエース 牡4栗 57 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 504± 01：24．3	 4．8�
713 ミヤジマッキー 牡5鹿 57 川須 栄彦曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 506＋ 61：24．61
 17．2�
35 ト ゥ ル ッ リ 牡3芦 54 内田 博幸�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 480＋ 4 〃 ハナ 5．9�
11 ナムライチバンボシ 牡5鹿 57 国分 優作奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 508± 01：24．81	 35．2�
59 ムードティアラ 牝5鹿 55 伊藤 工真	ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 482＋ 21：25．01	 12．1

816 ウォーシップマーチ 牡5黒鹿57 田中 勝春谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 464＋ 21：25．1クビ 29．3�
24 アルデグロリア 牝5栗 55 西田雄一郎井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 500＋ 61：25．42 161．8�
47 トウカイビジョン 牡5鹿 57 北村 宏司内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 500－ 41：25．5
 7．6
612 トーセンミッション 牡3栗 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 B510± 01：25．6	 28．7�
510 カフェラビリンス 牡8鹿 57 宮崎 北斗西川 恭子氏 高木 登 千歳 社台ファーム 520－ 81：25．81� 274．3�
815 スールキートス 牝3黒鹿52 吉田 豊	日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 478＋ 21：26．12 41．2�
36 � ハッピーチャート 牝5芦 55 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 476－ 41：26．63 228．3�
23 ダンツカナリー 牝5青鹿55 岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 464＋ 21：26．7クビ 71．2�
714 ワタシダイナマイト 牝3栗 52 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 466＋141：27．12	 28．5�
48 ロレーヌクロス 牡5鹿 57 石川裕紀人 	シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500＋101：27．52	 164．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，322，900円 複勝： 77，988，000円 枠連： 36，172，300円
馬連： 181，976，100円 馬単： 80，394，900円 ワイド： 72，128，200円
3連複： 207，215，200円 3連単： 321，799，200円 計： 1，030，996，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 160円 � 260円 枠 連（1－6） 540円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 300円 �� 750円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 8，360円

票 数

単勝票数 計 533229 的中 � 175940（1番人気）
複勝票数 計 779880 的中 � 171378（1番人気）� 135152（2番人気）� 59307（6番人気）
枠連票数 計 361723 的中 （1－6） 51688（1番人気）
馬連票数 計1819761 的中 �� 203073（1番人気）
馬単票数 計 803949 的中 �� 60287（1番人気）
ワイド票数 計 721282 的中 �� 68719（1番人気）�� 23368（9番人気）�� 19581（10番人気）
3連複票数 計2072152 的中 ��� 57123（6番人気）
3連単票数 計3217992 的中 ��� 27876（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．7―47．7―1：00．0―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アジアンテースト �
�
父 Into Mischief �

�
母父 E Dubai デビュー 2014．11．15 東京1着

2012．2．28生 牡3鹿 母 Touch Me Babe 母母 Make Contact 4戦3勝 賞金 32，285，000円
〔制裁〕 カフェラビリンス号の騎手宮崎北斗は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番・6番・4番）
※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 リアルプロジェクト号
（非抽選馬） 4頭 ガッサンプレイ号・ビットアレグロ号・メイショウワコン号・レアヴェントゥーレ号

１レース目



15095 6月28日 晴 良 （27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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：19．6
1：19．0

良
良

510 スマートオリオン 牡5栗 56 松岡 正海大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 502－ 61：20．5 29．6�
11 カ オ ス モ ス 牡5鹿 56 内田 博幸小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 496－181：20．6� 6．6�
611 ミ ナ レ ッ ト 牝5鹿 54 江田 照男�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 482± 01：20．7	 8．3�
714 ブレイズアトレイル 牡6芦 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 クビ 5．0�
816 ネオウィズダム 牡5鹿 56 川須 栄彦 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486－ 41：20．8	 14．9�
815 プリムラブルガリス 牡5鹿 56 石橋 脩吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 474－ 8 〃 ハナ 10．6	
612 ショウナンアチーヴ 牡4黒鹿56 柴田 善臣国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：20．9クビ 14．8

24 アルマディヴァン 牝5栗 54 石川裕紀人コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 482± 01：21．11� 24．1�
48 サクラアドニス 牡7黒鹿58 田辺 裕信�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 464－ 61：21．2クビ 98．1
59 エールブリーズ 牡5青鹿56 柴田 大知 �社台レースホース
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 61：21．41� 8．5�
713 ニシノビークイック 牡6栗 56 岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 484－ 21：21．61� 72．6�
23 � コウヨウアレス 牡6青鹿56 北村 宏司寺内 江津氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 482－10 〃 クビ 28．4�
47 アミカブルナンバー 牝6鹿 54 吉田 豊池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 462± 01：21．7クビ 57．6�
36 レオアクティブ 牡6栗 56 宮崎 北斗�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 450＋ 21：22．12� 157．5�
12 インプレスウィナー 牡8青 58 L．オールプレス 西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 456＋ 21：22．31� 134．7�

（新）

35 インパルスヒーロー 牡5鹿 56 田中 勝春佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B508－ 2 〃 ハナ 3．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 71，536，700円 複勝： 97，009，600円 枠連： 63，569，800円
馬連： 303，351，100円 馬単： 126，042，300円 ワイド： 111，036，200円
3連複： 401，229，700円 3連単： 590，798，200円 計： 1，764，573，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，960円 複 勝 � 780円 � 260円 � 310円 枠 連（1－5） 2，690円

馬 連 �� 12，410円 馬 単 �� 28，100円

ワ イ ド �� 3，340円 �� 4，790円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 40，020円 3 連 単 ��� 317，280円

票 数

単勝票数 計 715367 的中 � 19292（11番人気）
複勝票数 計 970096 的中 � 28234（11番人気）� 107872（3番人気）� 85097（5番人気）
枠連票数 計 635698 的中 （1－5） 18295（15番人気）
馬連票数 計3033511 的中 �� 18929（40番人気）
馬単票数 計1260423 的中 �� 3363（92番人気）
ワイド票数 計1110362 的中 �� 8444（38番人気）�� 5855（52番人気）�� 26424（10番人気）
3連複票数 計4012297 的中 ��� 7518（122番人気）
3連単票数 計5907982 的中 ��� 1350（894番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．0―46．4―57．7―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．1
3 11，16，1，10，12，3（8，14）（13，15）（2，5）（4，9）7－6 4 11，16（1，10）（3，12）（8，14）（2，13，15）（4，5）（7，9）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートオリオン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2012．8．4 新潟9着

2010．3．15生 牡5栗 母 トロピカルレディー 母母 キヤニオンシロー 22戦6勝 賞金 143，334，000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 サクラレグナム号・タガノブルグ号・ティアップゴールド号・ベルカント号・ホウライアキコ号
※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。

15096 6月28日 晴 良 （27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

48 ニットウスバル 牡3鹿 54 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 498－101：18．1 4．5�
612 アキトフォルテ 牡3鹿 54 田辺 裕信岡田 昭利氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 518－121：18．52� 5．8�
510 メイショウカノン 牡4青鹿57 石橋 脩松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 468－ 21：18．82 5．0�
713 マ リ カ 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 478＋12 〃 アタマ 3．2�
611 ナスケンリュウジン 牡4栗 57

54 ▲石川裕紀人那須 猛氏 萩原 清 新ひだか 桜井牧場 460± 01：18．9� 61．6	
47 ダイチヴュルデ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 442－ 81：19．0� 15．8

59 ル ミ ニ ズ ム 牡4黒鹿57 北村 宏司 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋101：19．1クビ 15．6�
36 ペリーホワイト 牡4芦 57 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 466－ 2 〃 ハナ 45．3�
714 サンタナブルー 牡3黒鹿54 柴田 大知 ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 440－121：19．2� 54．9�
35 モリトビャクミ 牡4芦 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 482＋121：19．62� 18．7�
12 � ハナズウェポン 牡4栗 57 内田 博幸M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 478－ 71：19．7� 15．5�
23 オーゴンボルト 牡4黒鹿57 松岡 正海永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム B516＋ 21：20．23 44．5�
816� ステラルーチェ 牡3栗 54 津村 明秀池田 草龍氏 高橋 祥泰 新ひだか 三石ファーム 472－ 7 〃 ハナ 123．1�
815 スズノライジン 牡6黒鹿57 川須 栄彦小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 532＋ 41：20．73 297．0�
24 シゲルウシュウ 牡4栗 57 国分 優作森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 462－ 61：21．33� 211．6�
11 キャピシーヌ 牡3栗 54 田中 勝春加藤 誠氏 田中 剛 新冠 森 牧場 B478＋ 21：21．93� 102．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，230，900円 複勝： 93，767，300円 枠連： 49，186，200円
馬連： 210，051，500円 馬単： 91，792，100円 ワイド： 90，917，600円
3連複： 239，937，700円 3連単： 404，973，200円 計： 1，257，856，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 180円 � 160円 枠 連（4－6） 930円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 490円 �� 430円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 10，290円

票 数

単勝票数 計 772309 的中 � 134797（2番人気）
複勝票数 計 937673 的中 � 171963（2番人気）� 120768（4番人気）� 149627（3番人気）
枠連票数 計 491862 的中 （4－6） 40760（4番人気）
馬連票数 計2100515 的中 �� 114648（6番人気）
馬単票数 計 917921 的中 �� 26255（10番人気）
ワイド票数 計 909176 的中 �� 46441（6番人気）�� 54227（4番人気）�� 55422（2番人気）
3連複票数 計2399377 的中 ��� 96112（3番人気）
3連単票数 計4049732 的中 ��� 28524（16番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―11．7―11．9―12．1―11．8―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．5―30．2―42．1―54．2―1：06．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 13，16（9，15）（10，8）（5，6，12）1，14－7，3（4，11）2 4 13（16，15）（9，10，12）8，1（5，6）14－7－（3，4，11）2

勝馬の
紹 介

ニットウスバル �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2015．1．25 中山1着

2012．5．17生 牡3鹿 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン 5戦2勝 賞金 17，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダイメイリシャール号・ワイルドダラー号
（非抽選馬） 2頭 カシノスティーヴ号・スレッジハンマー号

４レース目



（27東京3）第8日 6月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 185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

190，250，000円
1，060，000円
7，800，000円
1，470，000円
17，140，000円
73，079，000円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
488，694，600円
687，871，600円
324，285，800円
1，416，235，400円
688，521，700円
621，308，400円
1，685，074，100円
2，586，086，200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 8，498，077，800円

総入場人員 46，890名 （有料入場人員 44，240名）



平成27年度 第3回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，466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

1，818，080，000円
11，500，000円
62，160，000円
17，530，000円
164，660，000円
579，429，000円
42，800，800円
14，073，600円

勝馬投票券売得金
4，888，875，600円
6，712，119，900円
3，522，124，800円
14，027，805，500円
7，063，253，600円
6，199，015，700円
17，964，135，600円
30，145，868，700円
1，955，856，300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
5 重 勝
計 92，479，055，700円

総入場延人員 271，262名 （有料入場延人員 252，826名）
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