
１４０４９ ６月３日 曇 良 （１８東京３）第５日 第１競走 １，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・左）

若手騎手，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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４８ ヒシレーシー 牝３鹿 ５４ 加藤士津八阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 飛渡牧場 ４７８± ０１：２０．６ ９．８�

３６ � ベ ロ ー チ ェ 牡３鹿 ５６
５４ △吉田 隼人モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 ４５２± ０１：２１．０２� ２．４�

２４ � スクデットキング 牡３鹿 ５６
５５ ☆津村 明秀牧畠 清久氏 白井 寿昭 浦河 梅田牧場 ４７２ ―１：２１．４２� １８．７�

（ビッグソルジャー）

２３ ネゴシエーション 牡３栃栗５６ 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 追分 追分ファーム ４６０－１８１：２１．８２� ８１．５�
５１０ オンワードリリカ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４７０＋ ８１：２２．１１� ８．７�
５９ エルプリメロ 牝３鹿 ５４ 石神 深一市川 義美氏 佐藤 吉勝 静内 フジワラフアーム ４４２± ０ 〃 アタマ １８．０	
７１３� ツカサオウカ 牝３鹿 ５４

５１ ▲塚田 祥雄江連 智司氏 本間 忍 三石 前川 隆則 ５１０ ―１：２２．４２ ２０１．０

３５ ベルモントクリーム 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント

ファーム ４２０＋ ２１：２２．５� ３２９．５�
１１ � エフテークリニック 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也深野 茂雄氏 根本 康広 三石 前田 宗将 ５３０＋１０１：２３．２４ ２９．５�
４７ � キーンライアン 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭池田 豊治氏 伊藤 伸一 三石 斉藤スタッド ４５４＋ ４１：２４．０５ ４６．１
１２ � シースケープ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人石川 儀治氏 菅原 泰夫 新冠 ハシモトフアーム ４８４－ ２１：２４．１� ６６．０�
８１５ キープスマイリング 牝３鹿 ５４ 蓑島 靖典茂呂 邦久氏 松永 勇 門別 中館牧場 ４５４＋ ２１：２４．９５ ３４７．４�
６１１� マイネルヘルシャー 牡３栗 ５６

５３ ▲高野 和馬 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 静内 マークリ牧場 ５２０ ―１：２６．０７ ２１７．２�

８１６� セイカホルン 牡３栗 ５６
５３ ▲水出 大介久米 誠氏 稲葉 隆一 浦河 永田 克之 ４１４－ ４ （競走中止） ２９．６�

６１２� ウインソリスト 牡３栗 ５６
５３ ▲的場 勇人�ウイン 田中 清隆 門別 野島牧場 ４４４－ ６ （競走中止） ４．０�

７１４� トーセンマリア 牝３鹿 ５４
５２ △丹内 祐次島川 �哉氏 斎藤 宏 静内 富岡 廣光 ４９８ ― （競走中止） ８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４２８，８００円 複勝： ２４，４８７，５００円 枠連： ２２，１２９，５００円

普通馬連： ８９，７９６，３００円 馬単： ７９，１０６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３９６，７００円

３連複： １０６，１６３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，５０８，３００円

払 戻 金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２７０円 � １２０円 � ５００円 枠 連（３－４） ８７０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２，７７０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ５，０５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５４２８８ 的中 � １２４１３（５番人気）
複勝票数 計 ２４４８７５ 的中 � １９１４８（４番人気）� ８７４１４（１番人気）� ８６２２（８番人気）
枠連票数 計 ２２１２９５ 的中 （３－４） １８９７０（３番人気）
普通馬連票数 計 ８９７９６３ 的中 �� ６８０５８（３番人気）
馬単票数 計 ７９１０６５ 的中 �� １９６８５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３９６７ 的中 �� １６１２２（３番人気）�� １９１１（３１番人気）�� ６８１５（１０番人気）
３連複票数 計１０６１６３０ 的中 ��� １５５２０（１８番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．７―１１．９―１２．５―１２．６―１２．６―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１７．８―２９．７―４２．２―５４．８―１：０７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシレーシー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Capote デビュー ２００６．５．１４ 新潟２着

２００３．４．２０生 牝３鹿 母 ヒシカポーテ 母母 Bridal Cup ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 トーセンマリア号は，競走中に疾病〔右上腕骨々折〕を発症し，４コーナーで転倒したため競走中止。

ウインソリスト号は，４コーナーで，転倒した「トーセンマリア」号に触れ，転倒したため競走中止。
セイカホルン号は，４コーナーで，転倒した「ウインソリスト」号に触れ，転倒したため競走中止。

〔その他〕 キープスマイリング号・マイネルヘルシャー号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」
の適用を除外。

※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 イスズユータロー号・バイタルサイン号



１４０５０ ６月３日 曇 良 （１８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３０分 （ダート・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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１１ マチカネミノリ 牡３栗 ５６ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５００－ ２１：３８．３ １．３�

２３ � タカオセンチュリー 牡３栗 ５６ 小林慎一郎櫻井 登氏 矢作 芳人 新冠 川上 悦夫 ５０４－１２１：３９．３６ ２９．９�
３６ サムシンググッド 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：４０．１５ １０．１�
７１３ クラヴィーア 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４４２＋ ４１：４０．２� １５．６�
８１５ リックチョモランマ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸斎木 隆男氏 清水 英克 静内 三宅牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ １２．１�

（大井）

４７ � アドリアシチー 牡３芦 ５６ 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 静内 出羽牧場 ５０２－ ４１：４０．９４ ８１．０	
５１０ トウショウノーティ 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳トウショウ産業� 戸田 博文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５０４－ ６ 〃 クビ １５．８

１１ � シンボリタイタン 牡３栗 ５６ 横山 典弘シンボリ牧場 境 征勝 門別 和田農林（有） ４７４－ ６１：４１．７５ ２３．３�
４８ � トーアサザンクロス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義東亜駿馬� 中野 栄治 豊浦トーア牧場 ４３４＋ ２１：４２．０２ ４４．３�
１２ ゴールドスナイパー 牡３栗 ５６ 梶 晃啓�谷川牧場 小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 ５２０± ０１：４２．２１� ３７９．０
６１２ ダイワクルーザー 牡３栗 ５６

５４ △吉田 隼人大城 敬三氏 嶋田 功 浦河 川崎 清 ４４２－ ４１：４２．３� １９５．６�
８１６� ニチリンカチドキ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊岡田 勇氏 加賀 武見 浦河 川崎 清 ５２２ ―１：４２．４	 ２１４．８�
２４ � ストームシグナル 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也田中 春美氏 藤原 辰雄 三石 田中 春美 ４５０＋ ４１：４２．５	 ４６９．４�
５９ 
 グラスブロード 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司半沢� 尾形 充弘 米 ClassicStar ４７４＋ ２１：４２．８２ １９６．３�
３５ �� ブロードリガメント 牡３鹿 ５６ 小野 次郎石川 儀治氏 菅原 泰夫 門別 白瀬 明 ４６６ ―１：４４．１８ ６０．８�
７１４� サウスパシフィック 牡３鹿 ５６ 石橋 脩水谷 八重子氏 柴田 政人 門別 富川牧場 ４７２ ―１：５１．０大差 ４２０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７２８，８００円 複勝： ３３，２０２，５００円 枠連： ２６，３００，６００円

普通馬連： ９５，４４１，８００円 馬単： １０９，１４４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９４２，２００円

３連複： １２９，２３６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４５０，９９６，３００円

払 戻 金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � １７０円 枠 連（２－６） １，４８０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ２５０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� ３，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５７２８８ 的中 � １６３９８５（１番人気）
複勝票数 計 ３３２０２５ 的中 � １２９８２１（１番人気）� １４４７３（７番人気）� ４３８０１（２番人気）
枠連票数 計 ２６３００６ 的中 （２－６） １３１７５（７番人気）
普通馬連票数 計 ９５４４１８ 的中 �� ４９０６１（６番人気）
馬単票数 計１０９１４４２ 的中 �� ４３０７０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９４２２ 的中 �� １５４８３（６番人気）�� ３７６５０（１番人気）�� ３７７３（２０番人気）
３連複票数 計１２９２３６２ 的中 ��� ２９４１４（１２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．４―１２．５―１２．５―１１．９―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．９―３６．３―４８．８―１：０１．３―１：１３．２―１：２５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３７．０
３ １１，１０，８（３，７，１３，１５）（６，１，９）２（５，４）１６，１２－１４ ４ １１－（１０，８，１５）３（７，１３）（６，９）２（５，１）４（１２，１６）＝１４

勝馬の
紹 介

マチカネミノリ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００６．３．１９ 中山１４着

２００３．１．１１生 牡３栗 母 シルバーコースト 母母 Diamond Coast ５戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブロードリガメント号・サウスパシフィック号は，平成１８年７月３日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ストームシグナル号は，平成１８年７月３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。
（非抽選馬） ２頭 ギャラクシーキッド号・ジェットバニヤン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０５１ ６月３日 曇 良 （１８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００分 （芝・左）

牝，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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

１１ � スパークチャット 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�下河辺牧場 高橋 裕 門別 下河辺牧場 ４３４＋ ８１：２３．６ ７．０�

６１２ プリキュアアズサ 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳�岡本牧場 高橋 義博 浦河 岡本牧場 ４４６＋１４１：２３．７� ２０．４�
７１４� プ ジ ュ リ 牝３栗 ５４

５１ ▲塚田 祥雄長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４５６＋１２ 〃 ハナ ４８．４�
５１０� フォーディグリース 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �グリーンファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４５６ ―１：２３．９１ ３４．６�
３５ アルファジュリア 牝３芦 ５４

５２ △吉田 隼人�貴悦 西塚 安夫 三石 澤田 嘉隆 ４１０＋ ４１：２４．１１� ９．５�
４７ �� プラナグリーン 牝３栗 ５４ 木幡 初広斎藤 光政氏 根本 康広 三石 斉藤スタッド ４３４＋１０１：２４．５２� ９．１	
８１８� ブライティアシーズ 牝３青鹿５４ 小林 淳一小林 昌志氏 清水 利章 新冠 新冠橋本牧場 ４２８＋ ６１：２４．７１� ８１．１

２３ ラフィントレイル 牝３芦 ５４ 横山 典弘吉田 和子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６４ ― 〃 クビ １１．９�
４８ �� マイネリーリオ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 静内 武岡牧場 ４４０－ ６１：２４．８� ３．５�

６１１�� プリンセスマッハ 牝３黒鹿
５４
５１ ▲千葉 直人山本 勝美氏 柴崎 勇 静内 飛野牧場 ４４０＋ ２１：２５．２２� ２１６．１

（６４５７）

２４ � バトルトローネ 牝３鹿 ５４ 石神 深一宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 浦河 白老ファーム ３９０－２０ 〃 ハナ ２４７．３�
７１５ ポリーマグー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝サウスニア� 岩戸 孝樹 静内 片岡牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ ３．３�
８１６ サクラアーバン 牝３鹿 ５４ 江田 照男�さくらコマース藤原 辰雄 静内 新和牧場 ４２２ ―１：２５．４１� １１．７�
１２ � エ ア バ ラ カ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４０４ ―１：２５．５� ２０３．２�
８１７� スプリングシャモニ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩加藤 春夫氏 上原 博之 浦河 川越牧場 ４３４＋ ４１：２５．７１ ３２１．３�
５９ セイユウミルキー 牝３鹿 ５４

５２ △丹内 祐次星 雄一郎氏 矢野 照正 三石 片山 修 ４５０－１２１：２６．４４ ３６１．４�
７１３ インシグニア 牝３黒鹿５４ 岩部 純二荒井 壽明氏 和田 正道 新冠 石郷岡 松

太郎 ４５８＋ ２１：２６．８２� ３５２．１�
３６ � ダンストップレディ 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司山石 祐一氏 郷原 洋行 門別 シンコーファーム ４３０ ―１：２７．１２ １４２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，０７８，２００円 複勝： ２５，４６４，１００円 枠連： ３０，０８９，４００円

普通馬連： ９５，６５９，１００円 馬単： ８６，４８７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６３８，０００円

３連複： １１７，４６２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３９８，８７８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２９０円 � ６００円 � １，４８０円 枠 連（１－６） ６，３２０円

普通馬連 �� ６，６５０円 馬 単 �� １４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３５０円 �� ４，８８０円 �� １１，０４０円

３ 連 複 ��� １２４，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９０７８２ 的中 � ２１７３４（３番人気）
複勝票数 計 ２５４６４１ 的中 � ２６６４９（４番人気）� １０８８９（８番人気）� ４０３２（１０番人気）
枠連票数 計 ３００８９４ 的中 （１－６） ３５１５（２０番人気）
普通馬連票数 計 ９５６５９１ 的中 �� １０６２５（２４番人気）
馬単票数 計 ８６４８７２ 的中 �� ４５３６（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６３８０ 的中 �� ２６１６（２７番人気）�� １２３９（４１番人気）�� ５４３（５１番人気）
３連複票数 計１１７４６２５ 的中 ��� ６９７（１７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３５．７―４８．０―５９．９―１：１１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３５．６
３ １２，１３（５，７，１５）１７，１０（１，１４）（４，１６）１８（２，９）（３，８）－１１－６ ４ １２（７，１３）（５，１５）（１０，１７）（１，１４）（４，１８，１６）２－（３，９）８－（１１，６）

勝馬の
紹 介

�スパークチャット �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００５．８．２１ 新潟１３着

２００３．３．１６生 牝３鹿 母 ミツワコンサート 母母 ジョリーコンサート ６戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔制裁〕 プリキュアアズサ号の騎手菊沢隆徳は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。
〔３走成績による出走制限〕 スプリングシャモニ号は，平成１８年７月３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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーセンオマージュ号
（非抽選馬） ４頭 トゥルービューティ号・ナンゴクエンジェル号・メアリーステラ号・リトルラブソング号



１４０５２ ６月３日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８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３０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

６９ � サンダーロール 牡４鹿 ６０ 田中 剛 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４３８± ０３：２１．６ ２．３�

７１２� シャフツベリー 牡７鹿 ６０ 柴田 大知�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５００± ０３：２１．９２ ５．５�
２２ � タイキダイナスティ 牡７栗 ６０ 横山 義行�大樹ファーム 土田 稔 米 Taiki Farm ５１２－１０３：２２．９６ ２．７�
８１４� マイハマムスメ 牝４青鹿５８ 南井 大志渡� 文雄氏 久保田貴士 様似 清水 誠一 ４６８± ０３：２３．４３ ８９．２�
５７ ヤサカフレッシュ 牡４鹿 ６０ 蓑島 靖典佐々木 勇氏 根本 康広 様似 古海牧場 ４８６＋ ４３：２３．５� ５６．４�
３４ � ハウルサンダー 牡６鹿 ６０ 沢 昭典�大北牧場 松永 勇 浦河 大北牧場 ４５４± ０３：２４．０３ ４３．６	
４５ ク ー カ イ 牡６青鹿６０ 穂苅 寿彦小林 薫氏 萩原 清 新冠 錦岡牧場 ５２６± ０３：２４．１� ９．６

５８ � アドニスシチー 牡６栗 ６０ 小林慎一郎 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 門別 鹿戸 正幸 ４６６－ ６３：２４．２クビ ３９．１�
１１ ダージリンクロス 牡４栗 ６０ 鈴木 慶太佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４８０－ ２３：２４．３	 ２７２．１
８１３
 スガノグラスワン 牝４芦 ５８ 矢原 洋一菅原光太郎氏 西塚 安夫 様似 �村 伸一 ４７０＋ ８３：２６．２大差 １２８．５�
３３ トウショウシュート 牡６鹿 ６０ 江田 勇亮トウショウ産業� 奥平 真治 静内トウショウ牧場 ４５４－１０３：２６．５２ ２６．８�
４６ ヤ ク モ ラ ヴ 牡４黒鹿６０ 平沢 健治�山崎牧場 郷原 洋行 八雲 山崎牧場 ４４８－ ６３：２７．８８ ９７．０�
６１０� エフジーストロング �４鹿 ６０ 白坂 聡後上 文雄氏 中島 敏文 新冠 ハクツ牧場 ４４８－ ８３：３０．３大差 １５２．４�
７１１ イチバンタイソウシ �５栗 ６０ 伊藤 直人松本 俊廣氏 西塚 安夫 静内 西川富岡牧場 ４７４＋ ６ （競走中止） ７１．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，０５６，３００円 複勝： １７，７７５，７００円 枠連： ２５，４８４，６００円

普通馬連： ７６，９３２，７００円 馬単： ８１，７４９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９５５，０００円

３連複： １１０，４１１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３５０，３６５，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（６－７） ４１０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� １８０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７０５６３ 的中 � ５９６９０（１番人気）
複勝票数 計 １７７７５７ 的中 � ５９８７９（１番人気）� ３０１７７（３番人気）� ３３６８９（２番人気）
枠連票数 計 ２５４８４６ 的中 （６－７） ４６９２５（２番人気）
普通馬連票数 計 ７６９３２７ 的中 �� １２９４１９（２番人気）
馬単票数 計 ８１７４９３ 的中 �� ８４１７１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９５５０ 的中 �� ３３０４５（１番人気）�� ３１９０８（２番人気）�� １５５３３（３番人気）
３連複票数 計１１０４１１８ 的中 ��� １６８０５６（１番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５３．８－３F ４０．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サンダーロール �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００４．１２．１１ 中山９着

２００２．５．７生 牡４鹿 母 プリンセスカーラ 母母 Dellagrazia 障害：４戦１勝 賞金 １８，７００，０００円
〔競走中止〕 イチバンタイソウシ号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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） ５頭 インファイトシチー号・ウォークドントラン号・オースチンボンド号・シロキタスピード号・トップオブマーチ号



１４０５３ ６月３日 曇 良 （１８東京３）第５日 第５競走 ��２，５００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

２：２９．８
２：２９．５

良

良

６１１�� コスモノイン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �ビッグレッドファーム �田 研二 鵡川 上水牧場 ４５４± ０２：３４．７ ４．８�

４８ ヒカルユメハナビ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�橋 京子氏 岡田 稲男 白老 白老ファーム ４８８－ ２２：３４．９１� ３．３�
２３ � メジロワグナー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺 メジロ牧場 ４５０－ ２２：３５．４３ ７．３�
４７ � キングトップダンス 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳嶋田 賢氏 本郷 一彦 新冠 村上 雅規 ４６４± ０ 〃 ハナ ４２．０�
１２ エアクラマン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド田中 清隆 平取 稲原牧場 ４６２＋ ８２：３５．５クビ ３９．３	
８１７� ビッグクロス 牡３栃栗５６ 藤田 伸二牧畠 清久氏 白井 寿昭 浦河 大北牧場 ４５２－ ８２：３５．９２� ３．４

３６ � ダイワアスカロン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 三石 大塚牧場 ４３０± ０２：３６．１１� １４３．９�
６１２� ピックアウト 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�前川企画 伊藤 正徳 青森 太田ファーム ４８２＋ ８２：３６．４２ ４６．５�
１１ ジーティーハング 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�グリーンテック柴田 政人 門別 白井牧場 ４６０－１０２：３６．７１� ９４．０
８１５� レ セ パ セ 牡３栗 ５６

５４ △吉田 隼人�ターフ・スポート相沢 郁 浦河 ミルファーム ４４８－ ２ 〃 ハナ １６３．６�
７１４ ブラックナイト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 博康飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４５８± ０２：３７．１２� ９３．５�
５９ ローランウェルズ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 ４８２＋ ２２：３７．２� ４８．７�
２４ �� マイネルアントス 牡３芦 ５６ 池田 鉄平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ヤマタケ牧場 ５１４± ０２：３７．８３� １０．５�
５１０� ワイルドバニヤン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一津村 靖志氏 畠山 吉宏 静内 八田ファーム ４７０＋ ２２：３８．４３� １５５．９�
７１３ サイレンスレナータ 牝３鹿 ５４ 幸 英明�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 ４３２＋ ２２：３９．４６ ２３５．０�
３５ � エクスラベル 牝３栗 ５４ 小野 次郎前田 繁氏 伊藤 伸一 静内 和田牧場 B４６２＋ ４ 〃 クビ １３．０�
８１６� ポ デ ィ ウ ム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人�広富牧場 成島 英春 門別 広富牧場 ４３６± ０２：４８．５大差 ２２５．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １７，１４７，２００円 複勝： ２６，９１８，３００円 枠連： ３２，００２，０００円

普通馬連： ９９，７８７，５００円 馬単： ９３，５０６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０５９，０００円

３連複： １３０，４６６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４２４，８８７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（４－６） ７９０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７１４７２ 的中 � ２８２２９（３番人気）
複勝票数 計 ２６９１８３ 的中 � ４６０２０（３番人気）� ５３１０６（２番人気）� ３１８４９（４番人気）
枠連票数 計 ３２００２０ 的中 （４－６） ３０１１６（５番人気）
普通馬連票数 計 ９９７８７５ 的中 �� ９７３９７（２番人気）
馬単票数 計 ９３５０６９ 的中 �� ４３３４１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０５９０ 的中 �� １７８９７（２番人気）�� １０１９３（８番人気）�� １２６８２（４番人気）
３連複票数 計１３０４６６６ 的中 ��� ５０１２３（４番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．２―１１．４―１２．０―１２．４―１２．４―１２．５―１３．０―１２．７―１３．０―１２．１―１２．３―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．２―１８．４―２９．８―４１．８―５４．２―１：０６．６―１：１９．１―１：３２．１―１：４４．８―１：５７．８―２：０９．９―２：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３６．９
１
３
５－１１（４，１６）９，１７，１（３，７）（６，１０）（８，１２）－（２，１４，１３）１５
５＝１１（４，１７）９（３，１）（８，７）（２，１２，６）１６（１５，１０）（１４，１３）

２
４

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

勝馬の
紹 介

�
�
コスモノイン �

�
父 ステイゴールド �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００６．３．１２ 中山１２着

２００３．３．１３生 牡３鹿 母 プレミアクロス 母母 プ レ ミ ア タ ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポディウム号は，平成１８年７月３日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 レセパセ号・ポディウム号は，平成１８年７月３日まで平地競走に出走できない。
※ワイルドバニヤン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１４０５４ ６月３日 曇 良 （１８東京３）第５日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分（番組第８競走を順序変更） （芝・左）

５００万円以下；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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

５５ マイネルグリッツァ 牡３青鹿 ５６
５４ △吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ６２：０２．３ ６２．８�

８８ � ビエンナーレ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４０６＋ ６２：０２．４� １２．５�
１１ � フサイチシャナオー 牡３黒鹿５６ 武 豊関口 房朗氏 山内 研二 早来 ノーザンファーム ４８４± ０２：０２．６１	 ２．０�
４４ � アラビックリーダー 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮 �ローレルレーシング 二本柳俊一 新冠 アラキフアーム ３９２－ ８２：０２．８１� １５９．２�
２２ ブライアンズエッセ 牡３栗 ５６ 四位 洋文青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ４８８－１０２：０３．０１	 １１．６�
３３ �
 テツタイソン 牡３青鹿５６ 郷原 洋司高村 伸一氏 武藤 善則 門別 野島牧場 ４５０＋ ２２：０３．１� ５０．４�
７７ �� プロトプラスト 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４２６＋ ２２：０３．３１	 ４．３	
６６ � ショウナンバラード 牝３鹿 ５４ 吉田 豊
湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８８± ０２：０３．４クビ ２１．８�
８９ � スイートローレライ 牝３芦 ５４ 内田 博幸シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada ４７８＋ ２２：０３．７２ ３．７�
（大井）

（９頭）

売 得 金

単勝： ２６，０３６，６００円 複勝： ２９，２５４，２００円 枠連： ２６，７７０，０００円

普通馬連： ９３，３８１，１００円 馬単： １２６，８７７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２８４，２００円

３連複： １２７，８６４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４５６，４６８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ６，２８０円 複 勝 � ９１０円 � ３２０円 � １４０円 枠 連（５－８） １０，０７０円

普通馬連 �� ２２，１１０円 馬 単 �� ６４，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，５１０円 �� １，４９０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １１，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６０３６６ 的中 � ３２７１（８番人気）
複勝票数 計 ２９２５４２ 的中 � ５８８４（８番人気）� ２０７１８（５番人気）� ８５８１２（１番人気）
枠連票数 計 ２６７７００ 的中 （５－８） １９６２（１７番人気）
普通馬連票数 計 ９３３８１１ 的中 �� ３１１７（２８番人気）
馬単票数 計１２６８７７４ 的中 �� １４４６（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２８４２ 的中 �� １３５１（２７番人気）�� ４２５２（１５番人気）�� １４１０４（５番人気）
３連複票数 計１２７８６４５ 的中 ��� ８０５８（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．７―３６．７―４８．９―１：０１．８―１：１４．３―１：２６．８―１：３８．５―１：５０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

マイネルグリッツァ 
�
父 マイネルラヴ 

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００５．７．１０ 福島５着

２００３．２．１０生 牡３青鹿 母 マイネブリリアン 母母 タケノフラッグ ７戦２勝 賞金 １３，２００，０００円
〔騎手変更〕 ビエンナーレ号の騎手的場勇人は，第１競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０５５ ６月３日 曇 良 （１８東京３）第５日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分（番組第６競走を順序変更） （ダート・左）

５００万円以下；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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４８ � インベスター 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �ノースヒルズマネ
ジメント 萩原 清 新冠 平山牧場 ５６４－１０１：３９．１ ２．３�

５１０ ブ レ イ バ ー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４４４－２６ 〃 クビ １９．２�
８１６�� デスバラード 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム ４６２＋１０１：３９．７３� ５．０�

（大井）

１１ � ローレルエルドラド 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 久保田貴士 門別 タバタファーム ４２４－ ６ 〃 アタマ ６３．７�
６１１� ワインアドバイザー 牡３青鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：４０．４４ ６６．８�
２４ � ディスイズザライフ 牝３芦 ５４ 藤田 伸二飯田 政子氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ５４．８	
１２ チェルケッティ 牝３鹿 ５４ 武 豊飯塚 知一氏 坂本 勝美 静内 へいはた牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ ３．６

６１２ トーセンジュビリー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B４７０＋ ２１：４０．５クビ ７．７�
３６ � マルブツボーイ 牡３栃栗５６ 勝浦 正樹大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ２９７．３
２３ モトメチャン 牝３鹿 ５４ 木幡 初広小池 宗人氏 杉浦 宏昭 静内 タイヘイ牧場 ４７２± ０１：４０．６クビ ２０６．８�
４７ ウインドストーム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ ２０．２�
５９ シャドウビーチ 牝３鹿 ５４ 幸 英明飯塚 知一氏 久保田貴士 浦河 本巣 敦 ４６０－ ８ 〃 クビ ４２．３�
８１５� イイデカミノヤマ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �アールエスエーカントリ岡田 稲男 三石 元茂牧場 ４２８－ ４１：４１．３４ ５８．８�
７１４ タイインテンスリー 牡３栗 ５６ 中谷 雄太�名鯛興業 岩戸 孝樹 新冠 メイタイ牧場 ４６６－ ２１：４１．７２� ９９．８�
７１３�� モルフェワルツ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一並河賢一郎氏 清水 英克 静内 坂本 智広 ４４０－ ２１：４１．８クビ ３６１．９�
３５ � ジェンハオサイマ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司西村 豊氏 加賀 武見 新冠 オリエント牧場 ４５８＋１６１：４２．４３� １５９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，３８７，１００円 複勝： ４０，５３５，９００円 枠連： ３９，３２５，１００円

普通馬連： １３９，６７５，７００円 馬単： １３４，４５８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２３８，８００円

３連複： １６２，６２９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５８１，２５０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ４１０円 � １７０円 枠 連（４－５） １，４１０円

普通馬連 �� ２，４７０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ３２０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ４，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９３８７１ 的中 � １０１８６２（１番人気）
複勝票数 計 ４０５３５９ 的中 � １０６２４４（１番人気）� １７８９３（６番人気）� ６８１５５（３番人気）
枠連票数 計 ３９３２５１ 的中 （４－５） ２０６７０（７番人気）
普通馬連票数 計１３９６７５７ 的中 �� ４１８０４（８番人気）
馬単票数 計１３４４５８３ 的中 �� ２９３９４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２３８８ 的中 �� ７８００（９番人気）�� ３１２５７（２番人気）�� ５６５６（１４番人気）
３連複票数 計１６２６２９５ 的中 ��� ２６９８１（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３６．１―４８．８―１：０１．７―１：１４．４―１：２６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�インベスター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Green Desert デビュー ２００５．１０．２９ 東京３着

２００３．３．４生 牡３黒鹿 母 ポ ル ベ ニ ル 母母 Majenica ９戦２勝 賞金 ２１，４００，０００円
〔発走状況〕 インベスター号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻４分遅延。
※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） ８頭 ゴールドオアシス号・サンマルセイコー号・サープラス号・ソレックス号・マイイージス号・マイネルメロス号・

ミックベンハー号・ロイバークラフト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０５６ ６月３日 曇 良 （１８東京３）第５日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時５５分（番組第７競走を順序変更） （芝・左）

５００万円以下；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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１５� ベルジュール 牡３栗 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４１：３５．９ ８．１�

６１２�� トップオブサンデー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 三石 中橋 清 ４５４－ ２１：３６．１１� ５．１�
５９ �� チェリームーン 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４６０＋ ２１：３６．２� ８．２�
４７ �	 セイウンブライアン 牡３鹿 ５６ 森下 博粳田 祐司氏 山越 光 新冠 森田 芳男 ５００－ ６１：３６．３
 １６．０�

（浦和） （川崎）

２３ �� レイザストレングス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４１２－ ４１：３６．５１
 ３．７�
３５ アンバージャック 牡３栗 ５６ 田中 勝春�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ４９６－ ４１：３６．６クビ ４．６�
４８ オンシジューム 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４３６＋ ８１：３７．２３
 １２．２	
１２ �� ハタノアディクト 牝３鹿 ５４ 小林 淳一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム ４５８＋ ６ 〃 アタマ ２７１．７

８１６� ユーセイシアトル 牡３鹿 ５６ 木幡 初広小川 敏夫氏 二ノ宮敬宇 静内 石川 栄一 ４３４－ ２１：３７．３� ５９．８�
２４ � エプソムメサイア 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４３２－１２１：３７．４� ３５．６
３６ � ラブラドナイト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義吉澤 克己氏 萱野 浩二 浦河 山田 昇史 ４５６－ ６１：３７．５
 ４５．３�
１１ �	 ナタリーターミー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸成田 文忠氏 上杉 昌宏 門別 坂 牧場 ４４４－ ９１：３７．７１� １１７．２�

（大井） （大井）

８１７ ブルーポラリス 牝３黒鹿５４ 鈴来 直人 �荻伏レーシング・クラブ 平井 雄二 新冠 川上牧場 ４４４－ ８１：３７．８
 １４２．２�
７１３ ス タ ッ テ ン 牡３鹿 ５６ 田面木博公松平 正樹氏 高松 邦男 門別 山際 辰夫 ４６４－ ６１：３７．９クビ １１０．９�
６１１� フォワードダンサー �３鹿 ５６ 岩田 康誠岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 門別 インターナシヨナル牧場 ５３０＋ ８１：３８．２２ ５９．１�
７１４ スズカアトラス 牡３鹿 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４７０－ ２１：３８．６２
 １４．１�
５１０� サントアドヴァンス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥近嶋 勇氏 菅原 泰夫 浦河 福岡 光夫 ５２０－ ６１：３８．８１� １６１．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２６，０９９，１００円 複勝： ３４，６８５，３００円 枠連： ４４，６３０，２００円

普通馬連： １５０，８８３，４００円 馬単： １２３，８８７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，５５６，８００円

３連複： １８４，３８８，９００円 ３連単： 発売なし 計： ６０１，１３１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２５０円 � １８０円 � ２５０円 枠 連（６－８） １，５６０円

普通馬連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ５，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� １，３８０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ４，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６０９９１ 的中 � ２５４２１（４番人気）
複勝票数 計 ３４６８５３ 的中 � ３４１９４（４番人気）� ６０１７９（２番人気）� ３４１７１（５番人気）
枠連票数 計 ４４６３０２ 的中 （６－８） ２１２３０（７番人気）
普通馬連票数 計１５０８８３４ 的中 �� ４９９４３（８番人気）
馬単票数 計１２３８８７５ 的中 �� １７２７２（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６５５６８ 的中 �� ９８６０（９番人気）�� ６３６９（１９番人気）�� １３４３３（５番人気）
３連複票数 計１８４３８８９ 的中 ��� ２９７２３（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．９―１２．６―１３．０―１２．３―１０．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．５―４８．１―１：０１．１―１：１３．４―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３４．８
３ ・（８，１１）（３，１４）（７，１５）（６，１３，１６）（９，１２，１７）（４，５，１０）２，１ ４ ・（８，１１）（３，１４）（７，１５）（６，１３，１６）（９，１２，１７）５（４，１０）２，１

勝馬の
紹 介

�ベルジュール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Bering デビュー ２００５．１２．３ 阪神５着

２００３．５．７生 牡３栗 母 ミスベルベール 母母 Miss Afrique ５戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
※アンバージャック号・エプソムメサイア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０５７ ６月３日 曇 良 （１８東京３）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

さ が み

相 模 特 別
発走１４時３０分 （ダート・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．５．６以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

２４ � エイシンロンバード 牡４栗 ５７ 安藤 勝己平井 豊光氏 湯浅 三郎 米
Brilliant Stables,
Inc., Morris Brothers
& Elliott Walden

B５００－ ２１：２４．３ ６．１�

６１１ スターボイジャー 牡５鹿 ５８ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４３４± ０１：２４．４� ６．６�
４７ グランプリオーロラ 牝５鹿 ５５ 武 豊�グランプリ 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４５６－ ２１：２４．５� １．６�
８１５� ソリッドエビデンス 牡５鹿 ５７ 内田 博幸平井 卓志氏 加藤 征弘 米 Fontaine-

bleau Farm ４４０± ０１：２４．６	 １２．９�
（大井）

５９ 
 マリットチャージ �６黒鹿５７ 小野 次郎 �社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４５４＋ ６１：２４．８１ １１１．６�
２３ タ マ モ ド ン 牡９栗 ５７ 柴山 雄一タマモ� 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ５４０＋ ６１：２５．０１	 ３１．３	
４８ 
 ビッグホワイト 牡４芦 ５７ 芹沢 純一小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４８２－ ６１：２５．２１	 ３２７．６

１２ � シンキッカー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一星野 壽市氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４７６± ０１：２５．４� ２７．３�
６１２ パレスエース 牡５黒鹿５７ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ５３８－１０１：２５．７１� １２．１�
７１３ タケショウヤマト 牡４黒鹿５７ 石神 深一�ナイト商事 矢野 照正 様似 山口 幸雄 ４５６－ ６１：２５．８� ３６．１
７１４ マグネティックマン 牡６青鹿５７ 菊沢 隆徳�ターフ・スポート手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４６８－ ２１：２５．９	 １６３．０�
１１ ウ セ ル 牡７鹿 ５７ 石橋 脩�萩本企画 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ５１６± ０１：２６．２１� ２２９．８�
５１０ メイショウオブラ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５１０－１０１：２６．７３ １１９．０�
３６ � ハクリュウタケフジ �７鹿 ５７ 二本柳 壮竹内ヤス子氏 佐々木亜良 三石 山野 明良 ４８２＋ ６１：２６．９１	 ４９１．４�
８１６ リッチスマイル 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣東洋パース� 本間 忍 門別 日西牧場 ４５０－ ２１：２７．１１ ４９．４�
３５ 
� ウインサウザー 牡４黒鹿５７ 四位 洋文�ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４７４－ ８ 〃 ハナ ７９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，５１３，８００円 複勝： ６４，０３０，０００円 枠連： ５８，１８６，５００円

普通馬連： ２４０，９４３，５００円 馬単： １９２，７２０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，２７７，１００円

３連複： ２０７，８１７，０００円 ３連単： ５２５，１１７，５００円 計： １，３９１，６０５，８００円

払 戻 金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（２－６） １，０００円

普通馬連 �� １，９００円 馬 単 �� ３，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２３０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ８，５３０円

票 数

単勝票数 計 ４６５１３８ 的中 � ６０６０７（２番人気）
複勝票数 計 ６４０３００ 的中 � ７４８５８（３番人気）� ８９５６３（２番人気）� ２４７４５６（１番人気）
枠連票数 計 ５８１８６５ 的中 （２－６） ４３２２９（４番人気）
普通馬連票数 計２４０９４３５ 的中 �� ９３７３５（６番人気）
馬単票数 計１９２７２０４ 的中 �� ３５９２９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６２７７１ 的中 �� ２１２８４（５番人気）�� ６４５５５（２番人気）�� ６９８６７（１番人気）
３連複票数 計２０７８１７０ 的中 ��� １８７１６３（１番人気）
３連単票数 計５２５１１７５ 的中 ��� ４５４４７（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．０―４７．２―５９．５―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンロンバード �
�
父 Victory Gallop �

�
母父 Carson City デビュー ２００４．１０．１０ 京都５着

２００２．５．６生 牡４栗 母 Pacific City 母母 My Rainbow １９戦３勝 賞金 ４７，１４７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 ハクリュウタケフジ号の騎手田中剛は，第４競走での負傷のため二本柳壮に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 イブキペガサス号・ウエスタンウッズ号・キャントンガール号・ゲイリーリボルバー号・コウジンアルス号・

サニーネイティブ号・ジョージアンキング号・スペシャルストック号・ダイショウリュウ号・タマモガルチ号・
ダンシングホーク号・ドリームソニック号・ナムラカイソク号・ナムラモンスター号・ピサノベガス号・
プライベートエリア号・ブラストサンデー号・フローリッシュ号・マイフラッグ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０５８ ６月３日 曇 良 （１８東京３）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�

は や ま

葉 山 特 別
発走１５時０５分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．５．６以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１２ � ヒ カ ル ベ ガ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘高橋 光氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５３６＋ ２１：３３．９ ２．１�

８１５ スズカフェニックス 牡４栗 ５７ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ２．３�
７１４� ディアチャンス 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二寺田千代乃氏 清水 出美 浦河 笹地牧場 ４４８－１４１：３４．７５ １４．１�
２４ マイネエストレヤ 牝４青鹿５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 服部 利之 静内 コスモビューファーム ４０６＋ ２１：３４．９１	 ７５．４�
１１ � ガッテンワン 牡４栗 ５７ 柴田 善臣岩崎 圭市氏 本間 忍 平取 中川 隆 ４７０－ ４ 〃 クビ １５．１�
７１３� アルシャトル 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠�エーティー 昆 貢 静内 藤沢牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ ７３．８	
６１１� ビッグファルコン 牡５栗 ５７ 芹沢 純一小林 昌志氏 中尾 正 浦河 小倉牧場 ４５４＋ ２１：３５．０クビ １８．７

３６ ファイトザパワー 
４鹿 ５７ 本田 優山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４６８－ ２１：３５．３１� ４９．５�
４８ � アグネスプラネット 牡７栗 ５７ 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８４－１２１：３５．５１	 ２４１．１�
２３ ニシノアレックス 牡４鹿 ５７ 津村 明秀西山 茂行氏 手塚 貴久 鵡川 西山牧場 B５０８＋ ４１：３５．６� ２８７．０
４７ チュウシングラ 牡９栗 ５７ 江田 照男本石千代子氏 武藤 善則 浦河 佐々木 忠義 B４７６± ０１：３５．７クビ ９１．５�
６１２� トレオウオブキング 牡５鹿 ５７ 内田 博幸アローネットサービス� 清水 英克 門別 浜本 幸雄 ４４６± ０ 〃 クビ ６４．５�

（大井）

５９ ゴールドサンセット 牡４鹿 ５７ 吉田 豊伊達 秀和氏 柄崎 孝 門別 サンシャイン
牧場 ４９８－ ２１：３６．０２ ２９．９�

８１６ オークルーム 牝６青 ５５ 田中 勝春岡田 牧雄氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４６２－ ２１：３６．２１	 ８８．０�
５１０ マリアージュシチー 牝６栃栗５５ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 松永 勇 門別 富川田中牧場 ４６４＋１０１：３６．７３ １８９．５�
３５  ストレイラルホーク 
７黒鹿５７ 中谷 雄太サウスニア� 高市 圭二 米 M.P. Burke ５２８＋ ４１：３６．８� ２９６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，０９７，５００円 複勝： ５３，９９３，０００円 枠連： ６６，０８９，１００円

普通馬連： ３０６，１８４，４００円 馬単： ２２１，７１６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，９９９，２００円

３連複： ２３３，４４８，３００円 ３連単： ６４０，１３５，８００円 計： １，６２２，６６４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １００円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（１－８） １７０円

普通馬連 �� １９０円 馬 単 �� ３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ３８０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ２，０００円

票 数

単勝票数 計 ４００９７５ 的中 � １５６０４６（１番人気）
複勝票数 計 ５３９９３０ 的中 � １９５１００（１番人気）� １５１３４７（２番人気）� ３３４９０（４番人気）
枠連票数 計 ６６０８９１ 的中 （１－８） ２９９６０２（１番人気）
普通馬連票数 計３０６１８４４ 的中 �� １２５４４１２（１番人気）
馬単票数 計２２１７１６７ 的中 �� ４４７９６５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０９９９２ 的中 �� １８６２９１（１番人気）�� ２９７７１（４番人気）�� ２６１３１（５番人気）
３連複票数 計２３３４４８３ 的中 ��� ２５９９９３（３番人気）
３連単票数 計６４０１３５８ 的中 ��� ２３６５７３（５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．６―１１．８―１２．１―１１．５―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．３―４７．１―５９．２―１：１０．７―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒ カ ル ベ ガ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Zilzal デビュー ２００５．４．１０ 中山６着

２００２．２．１１生 牡４鹿 母 フェアディール 母母 Fadetta ９戦３勝 賞金 ４５，３２７，０００円
〔騎手変更〕 ゴールドサンセット号の騎手田中剛は，第４競走での負傷のため吉田豊に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０５９ ６月３日 曇 良 （１８東京３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第１１回ユニコーンステークス（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （ダート・左）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ
競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会会長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１１ ナイキアースワーク 牡３栗 ５６ 横山 典弘小野 誠治氏 大久保龍志 静内 千代田牧場 ４８８± ０１：３７．２ ９．０�

２４ � ヤマタケゴールデン 牡３栗 ５６ 池田 鉄平山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４８８－ ２１：３７．９４ １４．５�
２３ � フィールドオアシス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春吉田 照哉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：３８．１１� １２．２�
４８ サイレントプライド 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９２－ ４ 〃 クビ １４．９�
７１３ バンブーエール 牡３栗 ５６ 池添 謙一�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ １２．３�
３６ 	 ダイアモンドヘッド 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム B４９０± ０１：３８．３１
 ２０．２�
５１０	� モエレソーブラッズ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一中村 和夫氏 小島 太 白老 白老ファーム B４９０－ ２１：３８．５１� ４６．４	
３５ � ア テ ス ト 牡３栗 ５６ 北村 宏司山本 武司氏 加藤 征弘 静内 村田 勇三 ５００＋ ４１：３８．７１
 ２２０．２

８１５ タガノアルサルディ 牡３栗 ５６ 田嶋 翔八木 良司氏 小島 貞博 新冠 ヒカル牧場 ４７０± ０１：３９．０１� １９７．０�
５９  マルターズマッシブ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ４８４＋ ２ 〃 アタマ ６．０�
（大井）

４７ � マイネルスパークル 牡３青鹿５６ 木幡 初広 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柴崎 勇 三石 川端牧場 ４８８± ０１：３９．１
 １６６．０�

１２ ア エ ロ ー ザ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 追分 追分ファーム ４６８－ ４ 〃 アタマ ２．６�
６１２	 ゼットコマンダー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４５８－ ４ 〃 ハナ ４３４．０�
１１  ユーワハリケーン 牡３栗 ５６ 武 豊 ユーワライディング 武藤 善則 米 Dr. Char-

les S Giles ４７０＋ ４１：３９．９５ ５．１�
８１６ ハンナフレグランス 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人窪田 芳郎氏 戸田 博文 米 Sharon A.

Maloney B４８２－ ２１：４２．３大差 ２７５．５�
７１４� ウォーターポロ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩山岡 良一氏 岡田 稲男 門別 日高大洋牧場 ４４８－ ６１：４３．６８ ２７４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１０，５２８，４００円 複勝： １５７，０３４，３００円 枠連： １３９，２８１，２００円

普通馬連： ８２７，６５０，４００円 馬単： ５０７，５３４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４５，１６１，７００円

３連複： ６１９，８０６，０００円 ３連単： １，３４２，６４２，５００円 計： ３，８４９，６３８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３１０円 � ４００円 � ２７０円 枠 連（２－６） ２，３７０円

普通馬連 �� ５，９２０円 馬 単 �� １０，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� ９９０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� １０，３６０円 ３ 連 単 ��� ７４，６３０円

票 数

単勝票数 計１１０５２８４ 的中 � ９７６２７（４番人気）
複勝票数 計１５７０３４３ 的中 � １３５８２７（５番人気）� ９８５６７（８番人気）� １６１８５４（４番人気）
枠連票数 計１３９２８１２ 的中 （２－６） ４３５１４（１０番人気）
普通馬連票数 計８２７６５０４ 的中 �� １０３３４７（２７番人気）
馬単票数 計５０７５３４２ 的中 �� ３５８２３（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４５１６１７ 的中 �� １９１２２（２７番人気）�� ３６６４７（１２番人気）�� ３３０４４（１７番人気）
３連複票数 計６１９８０６０ 的中 ��� ４４１８２（４５番人気）
３連単票数 計１３４２６４２５ 的中 ��� １３２７８（２９５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１２．２―１２．６―１３．０―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．８―３４．１―４６．３―５８．９―１：１１．９―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイキアースワーク �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００５．１２．１０ 阪神１着

２００３．３．２８生 牡３栗 母 マジカルウーマン 母母 ブレイブウーマン ７戦３勝 賞金 ５７，１８８，０００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 エフセイコー号・カルナバリート号・ショウナンラノビア号・スズノマグマ号・ゼンノスカイブルー号・

タガノエクリプス号・タガノエスペランサ号・ファンドリコンドル号・ホウショウルビー号・マンオブパーサー号・
メイショウシャフト号・ワーキングボーイ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０６０ ６月３日 曇 良 （１８東京３）第５日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５分 （芝・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．５．６以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７１４� セイウンビバーチェ 牡４鹿 ５７ 武 豊西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Sez Who Thor-
oughbreds ５０６－ ４１：３５．０ ４．８�

８１８� フレッチアドーロ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀 宣行 静内 服部 和則 ４８６＋ ２１：３５．４２	 １９．７�

８１７�� パートゥーアワーズ 牡４鹿 ５６ 横山 典弘吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４４０＋ ６１：３５．５	 ３．７�
１１ ドクターグリム 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４５４± ０１：３５．６クビ ３．９�
５１０
� バージョンワン 牡５黒鹿

５７
５４ ▲塚田 祥雄サウスニア� 高市 圭二 平取 坂東牧場 ５１２－ ４１：３５．７	 １５．６�

３６ ソリッドラヴ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４６６－ ２ 〃 クビ ２１．２�
７１５
 ダイワレキシントン 牡５青鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 古賀 慎明 新冠 大栄牧場 ４６４＋ ４１：３５．８� １０．７	
４８ � トミケンラピッド 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝冨樫 賢二氏 坂本 勝美 門別 棚川牧場 ４４６＋ ４ 〃 ハナ ３０．０

１２ マイネシャーナ 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 門別 白井牧場 ４７２＋ ２１：３５．９クビ ３２．６�
３５ � ミュージックホーク 牡５栗 ５７ 岩田 康誠加藤 久枝氏 中竹 和也 米 River Bend

Farm, Inc. ４６０－ ４１：３６．０� ８．７�
２４ 
 イグニッション 牡４鹿 ５７

５４ ▲田中 博康ターフ・スポート岩戸 孝樹 浦河 市川フアーム ４３８－ ２１：３６．１� ２５９．８�
８１６� ブラッドシフト 牝４鹿 ５５ 小林 淳一松本 俊廣氏 西塚 安夫 静内 西川富岡牧場 ４４４－１２１：３６．２クビ １８６．８�
６１１ セイウンクレナイ 牝４栗 ５５

５４ ☆津村 明秀西山 茂行氏 栗田 博憲 静内 千代田牧場 ４７４＋１４１：３６．３� ３１９．０�
５９ 
� アイアムザヒロイン 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二堀 紘一氏 奥平 雅士 様似 清水スタッド ４７８＋ ８ 〃 クビ １２６．５�
４７ �� ドリームスペクター 牡６青鹿 ５７

５５ △吉田 隼人津村 靖志氏 河野 通文 米 Twin Hopes
Farm, Inc. ４７６－ ２１：３６．５１ ６１．９�

７１３ エアコムロー 牝４栗 ５５ 田中 勝春 �ラッキーフィールド国枝 栄 平取 稲原牧場 ４５０－ ２１：３６．６	 ３３．６�
２３ � デザートモーニング 牡４黒鹿５７ 幸 英明鈴木 可一氏 中川 公成 三石 田上 稔 ４９８＋ ６ 〃 アタマ ８０．９�
６１２� コクサイトップラヴ 牡４青鹿５７ 内田 博幸 �国際ターフ倶楽部 岩戸 孝樹 帯広 十勝ケンタウ

ルスファーム ４８２± ０１：３７．１３ ８０．２�
（大井）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４４，００２，２００円 複勝： ７５，７１４，４００円 枠連： ７７，８８６，９００円

普通馬連： ２８２，２５６，５００円 馬単： １９２，３０２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６８，００３，８００円

３連複： ２５５，８３７，７００円 ３連単： ５６３，４４４，２００円 計： １，５５９，４４７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � ５００円 � １５０円 枠 連（７－８） ４９０円

普通馬連 �� ４，８８０円 馬 単 �� ６，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８９０円 �� ５１０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ５，４９０円 ３ 連 単 ��� ３７，７１０円

票 数

単勝票数 計 ４４００２２ 的中 � ７３５３３（３番人気）
複勝票数 計 ７５７１４４ 的中 � １３９０４２（２番人気）� ２７９３６（８番人気）� １５７５７７（１番人気）
枠連票数 計 ７７８８６９ 的中 （７－８） １１９７３６（１番人気）
普通馬連票数 計２８２２５６５ 的中 �� ４２７２０（１６番人気）
馬単票数 計１９２３０２０ 的中 �� ２０４０２（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６８００３８ 的中 �� ８４５６（２１番人気）�� ３５５０５（３番人気）�� １２０２７（１４番人気）
３連複票数 計２５５８３７７ 的中 ��� ３４４２０（１２番人気）
３連単票数 計５６３４４４２ 的中 ��� １１０２７（９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３５．７―４７．７―１：００．０―１：１１．５―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０
３ １１，１４（６，１６）（５，７，１８）１０（１，８，１５）（２，９，１２，１７）（４，１３）－３ ４ ・（１１，１４）（６，１６）（５，１８）７（１，１０，１５）（２，８，１７）（４，９，１２，１３）３

勝馬の
紹 介

�セイウンビバーチェ �
�
父 Precise End �

�
母父 Relaunch デビュー ２００４．７．１１ 阪神４着

２００２．２．１１生 牡４鹿 母 Definition 母母 Hawkeye’s Girl ２１戦２勝 賞金 ３８，４４６，０００円
〔騎手変更〕 コクサイトップラヴ号の騎手田中剛は，第４競走での負傷のため内田博幸に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ウォッチンザスカイ号・トラッドスキーム号・マイネノビア号・ムーンフェイズ号
（非抽選馬） ２頭 アイオブザキング号・カナハラコマンダー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１８東京３）第５日 ６月３日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２３６，８５０，０００円
２２，４９０，０００円
３，５４０，０００円
１，１１０，０００円
２，０２０，０００円
２４，９３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，８２１，０００円
５，８６０，８００円
１，９０８，９００円

勝馬投票券売得金
４１７，１０４，０００円
５８３，０９５，２００円
５８８，１７５，１００円
２，４９８，５９２，４００円
１，９４９，４９０，６００円
５５４，５１２，５００円
２，３８５，５３２，０００円
３，０７１，３４０，０００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 １２，０４７，８４１，８００円

総入場人員 ３４，９１７名 （有料入場人員 ３３，６１４名）




