
１４０８５ ６月１１日 雨 重 （１８東京３）第８日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・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 ２５０，０００
２５０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

７１３� クレヨンルージュ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２１：２６．３ ３．０�

５１０ デアリングワールド 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：２６．７２� ２．１�
（大井）

１１ ネイチャーガイド 牝３鹿 ５４
５１ ▲塚田 祥雄�下河辺牧場 小島 茂之 門別 下河辺牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ２４．０�

８１６ フジファレノプシス 牝３鹿 ５４ 江田 照男藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４５６＋ ２１：２６．８クビ ３０．２�
１２ � プレゼンスウーマン 牝３栗 ５４ 田中 勝春�ターフ・スポート池上 昌弘 門別 ヤナガワ牧場 ４７２ ―１：２７．５４ １２３．４�
８１５ ベルモントアダマス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �ベルモントファーム 鈴木 康弘 新冠 ベルモント

ファーム ４８０＋ ２ 〃 同着 ２３．５�
３５ マチカネキリツボ 牝３鹿 ５４ 梶 晃啓細川 益男氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４８０＋ ８ 〃 クビ １３６．６	
６１２� インザリピート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊遠藤 喜松氏 内藤 一雄 様似 清水スタッド ４５８＋ ６１：２７．８２ ４．１

４７ スイーツトラップ 牝３鹿 ５４

５２ △吉田 隼人 �カタオカファーム清水 英克 新冠 グリー牧場 ３８４＋１６１：２７．９クビ ３８．５�
３６ スズウグイス 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 高橋 裕 三石 村上牧場 ４６６＋ ８１：２８．６４ １９３．６�
４８ � イケグットフェロー 牝３栗 ５４ 柄崎 将寿池田 豊治氏 古賀 慎明 門別 福山牧場 ４１８－ ２ 〃 ハナ ４６０．７
７１４ エスケーワシントン 牝３鹿 ５４ 吉永 護エスケー貿易� 吉永 正人 三石 萩澤 泰博 ４８８＋２２１：２８．９２ １３８．７�
６１１ ゲイルローザ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�RRA 勢司 和浩 浦河 地興牧場 ４２８＋１２１：２９．０クビ ４９．６�
２４ � ビューティピース 牝３芦 ５４ 鈴来 直人野口 弘司氏 平井 雄二 新冠 竹中牧場 ４３２ ―１：２９．８５ ３５７．１�
５９ マツリダシルヴィ 牝３鹿 ５４

５２ △丹内 祐次�橋 文枝氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４４４ ―１：３０．８６ １３４．０�
２３ � テイエムソロン 牝３鹿 ５４ 高山 太郎酒井 芳秀氏 佐藤 全弘 三石 パシフイツク

牧場 ４４０＋１２１：３０．９� ５０９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１５７，１００円 複勝： ２３，４７４，１００円 枠連： ２９，４８４，６００円

普通馬連： ９４，４１９，０００円 馬単： １０６，７８９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，４２７，２００円

３連複： １３６，３３８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４４３，０８９，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ３５０円 枠 連（５－７） ３５０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，０４０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１５７１ 的中 � ５８５６７（２番人気）
複勝票数 計 ２３４７４１ 的中 � ４６３２２（３番人気）� ７４３６６（１番人気）� １０７０２（６番人気）
枠連票数 計 ２９４８４６ 的中 （５－７） ６２９２９（２番人気）
普通馬連票数 計 ９４４１９０ 的中 �� １９８４２９（２番人気）
馬単票数 計１０６７８９１ 的中 �� １０９３３０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０４２７２ 的中 �� ４９４９９（２番人気）�� ６０９１（１２番人気）�� １０９９８（４番人気）
３連複票数 計１３６３３８５ 的中 ��� ４８６３４（６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．９―１２．５―１２．７―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．６―４８．１―１：００．８―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クレヨンルージュ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００５．８．１４ 新潟５着

２００３．４．１２生 牝３黒鹿 母 マ ハ ー ブ 母母 Personal Business ８戦１勝 賞金 １３，９５０，０００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。
（非抽選馬） ４頭 クリザンテーモ号・ケンブリッジマイア号・セルジューク号・ビビ号
※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。



１４０８６ ６月１１日 雨 重 （１８東京３）第８日 第２競走 ��
��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

２３ ビクトリーユーゴウ 牡３青鹿 ５６
５３ ▲大野 拓弥�ターフ・スポート杉浦 宏昭 浦河 向別牧場 ４７４ ―１：１９．３ １６．１�

５９ � サクライヤーワン 牡３鹿 ５６ 小牧 太�さくらコマース藤原 辰雄 静内 カタオカステーブル ４５８＋ ６１：１９．６１� ３０．６�
８１５� リキアイテンリュウ 牡３栗 ５６ 小野 次郎高山 幸雄氏 菅原 泰夫 静内 岡田 猛 ４６６＋ ４１：１９．７� １７．４�
８１４ ダイワダイハード 牡３栗 ５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新冠 飛渡牧場 ５０２＋ ２１：１９．９１ ２．７�
７１３� ユキノスバル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春柏木 務氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 ４４２－ ４１：２０．０� ８．３�
４７ � カンセイルーセント 牡３青鹿 ５６

５３ ▲田中 博康山田 春枝氏 佐々木亜良 新冠 蛯名牧場 ４５４－ ４１：２０．７４ ３８８．５	
７１２ ベストポディウム 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース戸田 博文 白老 白老ファーム ５２６ ―１：２０．８� １８．９

６１０� ジンデンスバル 牝３鹿 ５４ 田面木博公黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５８＋１４１：２１．０１ ３０．７�
６１１	 ガールインスタイル 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 千津氏 畠山 吉宏 米 ClassicStar ５０２ ― 〃 ハナ ５．５�

（大井）

４６ 	 グラスサンダー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二半沢� 尾形 充弘 米 Joselito
Millan ５４８ ―１：２１．１� ３．９

３５ アイキョウムゲン 牡３黒鹿５６ 四位 洋文松本 俊廣氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４５８－ ２１：２１．５２� ２６．７�
２２ 
 ワキノグラス 牡３芦 ５６ 横山 典弘脇山 良之氏 萩原 清 鵡川 東振牧場 ５０８－ ８ 〃 クビ ２８．８�
５８ � サーストンアリコ 牝３栗 ５４ G．ボス 齊藤 宣勝氏 高橋 裕 新冠 ラツキー牧場 ４４８－ ６１：２２．７７ ２５７．２�

（豪）

３４ 
 ロードシンフォニー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 田中 清隆 門別 加藤牧場 ５１６ ―１：２３．４４ １４４．９�
１１ アイランドムーン 牝３黒鹿５４ 小林 久晃野口 弘司氏 清水 英克 新冠 竹中牧場 ４７２ ― （競走中止） ３３９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，１６６，４００円 複勝： ２８，３３４，０００円 枠連： ２９，６６３，８００円

普通馬連： １０７，２０２，４００円 馬単： ９６，９８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３２１，２００円

３連複： １３０，１６８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４４４，８３７，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ５００円 � ７６０円 � ４４０円 枠 連（２－５） ８，０３０円

普通馬連 �� １８，８８０円 馬 単 �� ３４，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９１０円 �� ２，８００円 �� ３，９７０円

３ 連 複 ��� ７９，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３１６６４ 的中 � １１３５２（５番人気）
複勝票数 計 ２８３３４０ 的中 � １５２１８（６番人気）� ９３５２（９番人気）� １７７８０（５番人気）
枠連票数 計 ２９６６３８ 的中 （２－５） ２７２８（２１番人気）
普通馬連票数 計１０７２０２４ 的中 �� ４１９２（４４番人気）
馬単票数 計 ９６９８０７ 的中 �� ２０５８（８３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３２１２ 的中 �� １８４１（３９番人気）�� ２５９２（３３番人気）�� １８１５（４０番人気）
３連複票数 計１３０１６８６ 的中 ��� １２１２（１５１番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．７―１２．６―１２．２―１２．２―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．５―４２．１―５４．３―１：０６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビクトリーユーゴウ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ブレイヴエストローマン 初出走

２００３．３．３１生 牡３青鹿 母 ミスマルコチャン 母母 ユ リ カ モ メ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 アイランドムーン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードシンフォニー号は，平成１８年７月１１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 セイウンアパッチ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。
（非抽選馬） ７頭 カナハラインプレス号・コッパミジン号・サツキイーグル号・ビッグワンモア号・フサイチアポロ号・

ブルーアジサイ号・ミネルバサウンド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０８７ ６月１１日 雨 稍重 （１８東京３）第８日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

１１ �� ボ ー マ ン ド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２１：５１．９ ２．５�

６１１� ヤマニンイグナイト 牡３栗 ５６ 藤田 伸二土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４２８－ ２１：５２．０� １１．１�
３５ トーセンジョーカー 牡３栗 ５６ 北村 宏司島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４５８＋ ４１：５２．１	 １０．５�
５９ �� バーチャルフォトン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 白老 白老ファーム ４５６＋ ２１：５２．２クビ １４．０�
１２ � ウインヴィーナス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 ハナ ２４．１�
６１２� クルミチャン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮瀬谷 �雄氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ５１０－ ４１：５２．３� ５５．１	
２４ サクラデフィート 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己�さくらコマース勢司 和浩 静内 新和牧場 ５１４ ―１：５２．４クビ ５４．１

２３ 
 マルターズグレード 牡３鹿 ５６ 小牧 太藤田与志男氏 萱野 浩二 米 Yoshio Fujita ４６８± ０１：５２．５	 １３３．０�
８１８
 ミラクルショット 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Quay

Bloodstock ５００－ ４１：５２．６� ３．７�
７１５ パブリッシャー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４ 〃 ハナ ８．０

（大井）

８１７ ベリーメリーホーク 牡３鹿 ５６
５３ ▲千葉 直人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 静内 武岡牧場 ４０６＋ ４１：５２．８１� ２１１．９�
４７ � コスモヘルシャフト 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳 �ビッグレッドファーム 嶋田 潤 青森 谷川 博勝 ４７６± ０１：５２．９	 ５５．０�
８１６ ステルスグリーン 牡３栗 ５６

５３ ▲佐藤 聖也斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ５６３．９�
３６ マルタカマリア 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣高橋 義和氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４４４＋１４１：５３．４３ １７．２�
５１０� ウィンディータイム 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�ターフ・スポート杉浦 宏昭 門別 谷川畜産 ４８６－１６ 〃 ハナ １０４．７�
７１３ レ オ ヤ マ ト 牡３鹿 ５６ 池田 鉄平�レオ 小島 茂之 浦河 江谷 重雄 ４２６± ０１：５３．９３ ３９５．２�
４８ � ウエスタンプリマ 牝３栗 ５４

５１ ▲塚田 祥雄西川 賢氏 菊川 正達 静内 北西牧場 ４２６＋ ２１：５４．３２	 ６８．８�
７１４� ライアメロディー 牝３黒鹿５４ 小林 淳一ジョイ・レースホース� 土田 稔 白老 白老ファーム ４３６ ―１：５７．６大差 ２３８．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，９７２，４００円 複勝： ３１，７２８，２００円 枠連： ３６，４９６，０００円

普通馬連： １０６，９５３，９００円 馬単： ９８，５８８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５３３，５００円

３連複： １４０，２４１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４６９，５１３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２９０円 � ２７０円 枠 連（１－６） ９１０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ５００円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４９７２４ 的中 � ８１２３９（１番人気）
複勝票数 計 ３１７２８２ 的中 � ８２０７８（１番人気）� ２３９２０（６番人気）� ２６１２６（４番人気）
枠連票数 計 ３６４９６０ 的中 （１－６） ２９９１４（３番人気）
普通馬連票数 計１０６９５３９ 的中 �� ６９８８０（３番人気）
馬単票数 計 ９８５８８２ 的中 �� ４２４８５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５３３５ 的中 �� １５１３６（３番人気）�� １５８３９（２番人気）�� ４９７４（１６番人気）
３連複票数 計１４０２４１５ 的中 ��� ３５４５８（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．６―１２．６―１３．２―１３．２―１２．３―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３５．７―４８．３―１：０１．５―１：１４．７―１：２７．０―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．２

３ １１，１８（１２，１４，９）（３，８，７）（５，６，１６）（２，１３，１７）（１，１５）（４，１０）
２
４

・（１１，１２）（３，１４，１８）（５，８，９）１６（２，６，７）（１３，１７）１－１０，１５，４
１１（１８，１４，９）（１２，７）（３，８，１６）（５，６）（２，１３，１７）（１，１５）（４，１０）

勝馬の
紹 介

�
�
ボ ー マ ン ド �

�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Bering デビュー ２００５．７．２４ 函館４着

２００３．３．５生 牡３鹿 母 ミレニアムポップ 母母 Snowdrop ４戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライアメロディー号は，平成１８年７月１１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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 ウェルカムフラワー号・エプソムジェイド号・ギガトレーン号・コスモレスポワール号・ジェイケイチーフ号・

スズノオオゴン号・タイキトラップ号・テンシノナミダ号・ファストストリング号・マイティモーション号・
ロジープリンセス号

※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。



１４０８８ ６月１１日 雨 稍重 （１８東京３）第８日 第４競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

６１２� ジュンノホープ 牡３鹿 ５６ 蓑島 靖典國分 純氏 高橋 義博 門別 原口 圭二 ４４０－ ２２：３３．０ ４．１�

７１４� レイトスプリング 牡３栗 ５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５３８－ ２２：３３．１クビ １４．８�
８１５ タ ー キ ー 牝３鹿 ５４ 中舘 英二青山 洋一氏 田村 康仁 門別 下河辺牧場 ４１６± ０２：３３．２� ３．６�
８１７� ロイバーブリング 牡３鹿 ５６ 小野 次郎村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 ４７４± ０２：３３．６２� ４．２�
４７ ヨシウォーリア 牡３鹿 ５６ 木幡 初広田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４５４＋ ６２：３３．９１� １５．８�
４８ � ラヴリービコー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大迫久美子氏 加藤 和宏 えりも えりもホースクラブ ４８８－１２２：３４．４３ １３３．６�
３５ 	 ロットバルト 牡３栗 ５６

５４ △丹内 祐次櫻井 盛夫氏 久保田貴士 愛 Saud Bin
Saad ４４６± ０２：３４．５� １５．６�

２３ � マイネルオルペウス 牡３芦 ５６ 内田 博幸 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中川 公成 新冠 セントラルスタツド B４６６＋１２２：３５．３５ ８．６


（大井）

１２ アローレイラ 牝３鹿 ５４
５１ ▲黛 弘人矢野 秀春氏 大江原 哲 静内 矢野牧場 ４５０± ０２：３５．６１� １６６．０�

３６ ローテローゼ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介�ミルファーム 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４２６＋ ６ 〃 クビ ４１．２
５９ ニシノプリンス 牡３栗 ５６ 小牧 太西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４９８－ ２２：３５．７クビ ５３．０�
２４ �
 アタゴイチバンボシ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春坪野谷和平氏 中野 栄治 門別 インターナシヨナル牧場 B４９４－ ６２：３５．８� ３８．４�
７１３� ニシノツバメ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４５０－ ４２：３６．０１� １６９．７�
５１０ タグハイアー 牡３鹿 ５６ G．ボス 田口 廣氏 坂本 勝美 早来 田口 廣 B４７０± ０２：３６．２１� ４７．２�

（豪）

６１１� メジロソーサ �３鹿 ５６ 岩部 純二メジロ商事	 萱野 浩二 洞爺 メジロ牧場 ４７４± ０２：３６．３クビ ２３．４�
１１ カシノスズラン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 三石 平野牧場 ４３０－ ４２：３６．８３ ４６．９�
８１６ ノースベアハート 牡３鹿 ５６ 四位 洋文北村実地子氏 斎藤 宏 三石 タガミファーム ４７２± ０２：３７．１１� ６８．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，９４８，３００円 複勝： ２９，２２８，７００円 枠連： ３８，５５２，３００円

普通馬連： １０６，４０５，８００円 馬単： ９４，３３９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８６４，２００円

３連複： １３９，３２３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４５８，６６１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � ３４０円 � １５０円 枠 連（６－７） ２，９９０円

普通馬連 �� ３，８１０円 馬 単 �� ７，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ３００円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ４，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０９４８３ 的中 � ４０３５０（２番人気）
複勝票数 計 ２９２２８７ 的中 � ５５７２４（２番人気）� １６５０５（７番人気）� ６４３５３（１番人気）
枠連票数 計 ３８５５２３ 的中 （６－７） ９５４１（１２番人気）
普通馬連票数 計１０６４０５８ 的中 �� ２０６４８（１４番人気）
馬単票数 計 ９４３３９０ 的中 �� ９１３１（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９８６４２ 的中 �� ５３３６（１４番人気）�� ２８２０７（１番人気）�� ７８１６（７番人気）
３連複票数 計１３９３２３０ 的中 ��� ２１６７８（１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．３―１３．０―１３．０―１３．２―１３．３―１３．５―１２．６―１２．４―１１．７―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２５．０―３８．０―５１．０―１：０４．２―１：１７．５―１：３１．０―１：４３．６―１：５６．０―２：０７．７―２：２０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．０
１
３
１７，１５（１４，１０）（１２，８）（２，３，１３）（５，１６）（６，１１）（１，７）（４，９）・（１７，１５）１０（１４，１２，１１）８（２，３）（７，５，１３）１６（１，６）４－９

２
４

１７－１５－（１４，１０）－１２（２，８）３（５，１３）（６，１６）７（１，１１）－（４，９）・（１７，１５）（１２，１０）（１４，１１）（７，８）２，３，５，１３，１，１６（６，４）－９
勝馬の
紹 介

�ジュンノホープ �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２００５．１１．５ 福島１３着

２００３．４．１５生 牡３鹿 母 ラブリークンクン 母母 アサクサカロリー ７戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔発走状況〕 マイネルオルペウス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

メジロソーサ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔３走成績による出走制限〕 アローレイラ号は，平成１８年７月１１日まで平地競走に出走できない。
※ノースベアハート号は，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，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０８９ ６月１１日 雨 重 （１８東京３）第８日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （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

４７ � サトノスローン 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging
Oaks LLC ４６４－ ２１：３７．１ １０．６�

６１２ ソ レ ッ ク ス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二青山 洋一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：３７．７３� １２．５�
７１３ ゴールドオアシス 牝３鹿 ５４ 内田 博幸福島 実氏 嶋田 功 門別 沖田牧場 ４４０± ０１：３８．２３ ２．６�

（大井）

４８ �	 マイネルメロス 牡３栗 ５６ 石神 深一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 静内 大典牧場 ４５６＋ ２１：３８．９１
＋３ ４７．４�

５９ ミックベンハー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎 �イースターサンデー 中野 栄治 浦河 山春牧場 ４７６＋ ４ 〃 アタマ ３０．７�
５１０	 マイイージス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 昇氏 奥平 雅士 門別 前川ファーム ５３８± ０ 〃 クビ ２３．１	
１２ � アルスボヘミアン 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳池田 正孝氏 河野 通文 門別 川島 貞二 ４９０－ ８１：３９．０� ５４．２

３６ サムタイムレーター 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 手塚 貴久 静内 片岡 博 ４１０＋ ４１：３９．１クビ ２３５．８�
３５ � クーデュパン 牡３芦 ５６ 小牧 太松尾 正氏 石毛 善彦 米 Mary Jane

Callander ４８８－ ４１：３９．５２� ２５２．３�
７１４	 ウインブラッド 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�ウイン 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５５０± ０ 〃 アタマ １１．４
２４ ウイニングヒット 牡３鹿 ５６ 田中 勝春芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４５４＋ ２１：３９．６� ７．８�
１１ アレクシオス 牡３栗 ５６ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６ （降着） ４．１�
８１５	� ロイバークラフト 牡３青 ５６ 江田 照男村中 徳広氏 岩戸 孝樹 門別 高橋牧場 ４６６＋ ４１：３９．９１� ６３．５�
６１１� ミルククラウン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝吉田 千津氏 加藤 征弘 米 Robert

Schaedle ４９６＋ ８１：４０．３２� ２４．２�
２３ 	 プライベートプラン 牡３鹿 ５６

５３ ▲小島 太一 �ノースヒルズマネ
ジメント 小島 太 浦河 富田牧場 ５２４－ ２１：４０．６１� ２０．９�

８１６ スズカイーグル 牡３栗 ５６
５３ ▲大野 拓弥永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４９６＋ ２１：４０．９２ １９０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，０１２，７００円 複勝： ３６，１８７，７００円 枠連： ４０，０８１，５００円

普通馬連： １３４，３９６，７００円 馬単： １１６，９５８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０１４，０００円

３連複： １６７，１２４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５５７，７７５，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２８０円 � ３１０円 � １３０円 枠 連（４－６） ３，５００円

普通馬連 �� ６，０２０円 馬 単 �� １３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７４０円 �� ６５０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ５，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７０１２７ 的中 � ２０１８１（４番人気）
複勝票数 計 ３６１８７７ 的中 � ２８４３６（４番人気）� ２３６８４（５番人気）� １０６８７６（１番人気）
枠連票数 計 ４００８１５ 的中 （４－６） ８４５８（１５番人気）
普通馬連票数 計１３４３９６７ 的中 �� １６４９７（２１番人気）
馬単票数 計１１６９５８１ 的中 �� ６５５３（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０１４０ 的中 �� ４８６１（２０番人気）�� １４１４９（４番人気）�� １２６５６（５番人気）
３連複票数 計１６７１２４５ 的中 ��� ２３９８６（１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．７―１２．３―１２．６―１２．１―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．０―３４．７―４７．０―５９．６―１：１１．７―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノスローン �
�
父 Woodman �

�
母父 Danzig デビュー ２００５．１２．２４ 中山６着

２００３．２．４生 牡３栗 母 Zarani Sidi Anna 母母 Emmaline ５戦２勝 賞金 １２，７００，０００円
〔降着〕 アレクシオス号は，４位〔タイム１分３８秒４，着差１
馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「クーデュパン」号および「ウイニングヒット」号の走行を妨害したため１２着に降着。
〔制裁〕 アレクシオス号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成１８年６月１７日から平成１８年

６月２５日まで騎乗停止。
※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 エスエスウィナー号・エルカミニート号・グランレーヴ号・ショウナンアガトス号・ミンナシアワセ号
※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。



１４０９０ ６月１１日 雨 稍重 （１８東京３）第８日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

１１ � ニシノフリーダム 牡３栗 ５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５２８－ ８１：５１．３ ２．７�

２２ � ナチュラルウィン 牡３青鹿５６ 木幡 初広吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム B４６８－ ６ 〃 ハナ １６．４�
７９ � ダンシングクリス 牡３鹿 ５６

５４ △吉田 隼人森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４５８± ０１：５１．４� ２８．２�
３３ � フェラーリセブン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 愛

Swersky and
Associates and
Orpendale

４７８± ０ 〃 クビ ９．０�
５６ � ワイルドシングス 牡３青鹿５６ 内田 博幸山上 和良氏 菊川 正達 新冠 高橋 忍 ４７４± ０ 〃 ハナ ３．５�

（大井）

８１１� アラマサスナイパー 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４１０＋ ６１：５１．５� ８．８�
７１０ アサクサブラボー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二田原源一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４ 〃 クビ １５．９	
８１２�	 ダンシングボーイ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 ４５８－ ４１：５３．１１０ ４５．３

６７ 	 ヘイアンルモンド 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５１２－ ６１：５３．７３� ５．８�
５５ 	 マイネルクリプト 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 浦河 村下 清志 ４７４＋ ４１：５４．０２ ９９．１
６８ �
 グロスターチャーム 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�服部牧場 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４３０＋ ４１：５４．４２� ３９７．９�
４４ 	 サ ー プ ラ ス 牡３青鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥田中 昇氏 杉浦 宏昭 三石 飯岡牧場 B５０２＋ ４１：５５．１４ ２１７．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２９，８８９，１００円 複勝： ３７，０５６，５００円 枠連： ３２，５６６，４００円

普通馬連： １３６，６７０，０００円 馬単： １３２，０２７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，９１４，１００円

３連複： １５９，８９２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５６４，０１６，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ３７０円 � ４３０円 枠 連（１－２） １，４８０円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� １，０３０円 �� ３，２４０円

３ 連 複 ��� １０，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９８８９１ 的中 � ８９６５３（１番人気）
複勝票数 計 ３７０５６５ 的中 � １０５０３０（１番人気）� ２１２２１（６番人気）� １７６７４（７番人気）
枠連票数 計 ３２５６６４ 的中 （１－２） １６３４４（８番人気）
普通馬連票数 計１３６６７００ 的中 �� ６７２８０（７番人気）
馬単票数 計１３２０２７７ 的中 �� ４３７４５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５９１４１ 的中 �� １３４９２（８番人気）�� ８６７５（１２番人気）�� ２６０５（３１番人気）
３連複票数 計１５９８９２３ 的中 ��� １１６６２（３３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．１―１２．３―１２．７―１３．２―１２．５―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．９―４８．２―１：００．９―１：１４．１―１：２６．６―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．２

３ ・（１０，６）５，８（３，１２）（２，７）（４，１１）９－１
２
４

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

勝馬の
紹 介

�ニシノフリーダム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 シエルシユールドール デビュー ２００６．２．１９ 東京２着

２００３．４．６生 牡３栗 母 ブランドノーブル 母母 ニシノマツサリア ５戦２勝 賞金 １９，８９５，０００円
〔制裁〕 ニシノフリーダム号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※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。



１４０９１ ６月１１日 雨 稍重 （１８東京３）第８日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

６１１�� スピードタッチ 牡３鹿
５６
５４ △丹内 祐次冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ４８４＋ ２１：２４．９ ９．０�

８１５ コアレスキャスト 牝３芦 ５４ 小林 淳一小林 昌志氏 成島 英春 平取 コアレススタッド ４４０－ ４１：２５．１１ ６．４�
５９ ビッグユニット 牡３鹿 ５６ 吉田 豊杉山 美惠氏 保田 一隆 三石 明治牧場 ４４８± ０ 〃 クビ ３５．２�
６１２� トレノジュビリー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４３８－ ２１：２５．９５ ２．３�
５１０ シアトルナカヤマ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲塚田 祥雄�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４６２± ０１：２６．０� ５７．９�
１２ ウ イ ッ チ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介�瀬 真尚氏 相沢 郁 門別 本間牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ ４１．５�
３５ �� ヒ シ カ ー ド 牡３黒鹿５６ 田中 勝春阿部雅一郎氏 小林 常泰 鵡川 平岡牧場 ４９６－ ２１：２６．２１ ４．５	
８１６� ジェルクルキバ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹吉田 千津氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４２２－ ６１：２６．６２� ６２．５

１１ ストームシャドウ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４９６± ０１：２６．９２ ５９．６�
７１４ ゼンノソルジャー 牡３栗 ５６ 四位 洋文大迫久美子氏 的場 均 新冠 川島牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ２６．４�
３６ � サ ク ラ モ サ 牡３栗 ５６

５３ ▲小島 太一さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 ４８０－ ２１：２７．１１� ３４．３�
７１３� モンテチェリー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 三石 鹿糠沢 敬樹 ４６６－ ４ 〃 クビ １２．８�
４７ クリノジャンファン 牡３栗 ５６ 菊沢 隆徳栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 海馬澤 誠治 ４３８＋ ２１：２７．３１ ９０．３�
２４ � ミズサワゲンキ 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也�畠山牧場 畠山 重則 浦河 浦河土肥牧場 ４３２± ０ 〃 アタマ ３６７．３�
４８ �	 ヒットニーロクニー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸中島 稔氏 佐々木清明 門別 沖田牧場 ４３８－ ２１：２７．４� １９２．４�

（船橋） （大井）

２３ � トップオンターフ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司近藤 光子氏 古賀 慎明 白老 習志野牧場 ４６４＋１４１：２７．８２� １５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３３１，７００円 複勝： ３１，８２２，９００円 枠連： ４５，９５９，０００円

普通馬連： １４３，２８８，１００円 馬単： １１９，１５７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，６１４，１００円

３連複： １６８，４１８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５６９，５９１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２７０円 � ２３０円 � ６２０円 枠 連（６－８） ６６０円

普通馬連 �� ２，７３０円 馬 単 �� ５，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ３，３９０円 �� ３，４７０円

３ 連 複 ��� ３３，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６３３１７ 的中 � ２３２９９（４番人気）
複勝票数 計 ３１８２２９ 的中 � ３１９８５（４番人気）� ４１１５９（３番人気）� １１５８３（８番人気）
枠連票数 計 ４５９５９０ 的中 （６－８） ５１６３２（２番人気）
普通馬連票数 計１４３２８８１ 的中 �� ３８８５３（９番人気）
馬単票数 計１１９１５７３ 的中 �� １５６３９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４６１４１ 的中 �� ９２２５（９番人気）�� ２４６４（３６番人気）�� ２４１１（３７番人気）
３連複票数 計１６８４１８２ 的中 ��� ３７２５（１０１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．９―１２．５―１２．１―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．３―４７．８―５９．９―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
スピードタッチ �

�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ワツスルタツチ

２００３．４．２生 牡３鹿 母 ラックホーセキ 母母 インターメデイア ７戦１勝 賞金 ９，５５４，０００円
地方デビュー ２００５．９．２２ 旭川

※出走取消馬 オースミシャトル号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※コアレスキャスト号は，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。



１４０９２ ６月１１日 雨 重 （１８東京３）第８日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．５．１３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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

８１６ ピサノヘネシー 牡４栗 ５７ 藤田 伸二市川 義美氏 安田 隆行 静内 クドウファーム B４７８－ ２１：２３．９ ４．９�

１２ �� ハギノトリオンフォ 牡４栗 ５８ 柴田 善臣安岡美津子氏 松元 省一 平取 スガタ牧場 ４７６－ ４１：２４．１１� ３．９�
６１２� キタサンナポレオン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�大野商事 鈴木 勝美 門別 有限会社早

田牧場 ５１０－ ６１：２４．８４ ３．６�
（大井）

２４ ヒカルマチェンドラ 牡５芦 ５８
５５ ▲塚田 祥雄�橋 京子氏 高市 圭二 新冠 山岡ファーム ４５０－ ２１：２５．０１� ７．３�

４７ 	 ファインスティール 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５０８－１２ 〃 ハナ ７．２�
５１０ ダイゴキリンジ 牡４鹿 ５７

５５ △吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 ４７２＋１２１：２５．２１� １１３．２�
４８ 	� マ ン ダ レ ー 牡４栗 ５７ 石神 深一誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ４９０－１１１：２５．４
 ５３．０	
３５ � ジーガーアジュール 牝５鹿 ５５ 小林 淳一�ジーガー 清水 英克 新冠 須崎牧場 ４８８－１８ 〃 アタマ １６４．０

１１ 	 スプリントシチー 牡４栗 ５７ 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 成島 英春 門別 モリナガファーム ４７４－ ４ 〃 クビ １１．８�
５９ �� ゴールドイージス 牡４栃栗５７ 四位 洋文�協栄 中島 敏文 門別 白井牧場 ４７４－ ５１：２５．５クビ ５４．９
３６ � ベニーバニヤン 牝５鹿 ５５ 江田 照男津村 靖志氏 星野 忍 新冠 松浦牧場 ４３０－ ８ 〃 クビ ２０５．１�
７１３� デピュティジャパン 牡４栗 ５７ 二本柳 壮関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４９２－２２ 〃 ハナ １１２．７�
８１５	 コ ン グ レ ス �６鹿 ５７ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ５００－ ２１：２５．９２� ２０．９�
７１４	� トウショウクリーム 牡７芦 ５７ 柄崎 将寿トウショウ産業� 尾形 充弘 静内トウショウ牧場 ５０６± ０ 〃 ハナ ２８．４�
６１１� ナ ア 牝４青 ５５ G．ボス 野島 春男氏 根本 康広 門別 野島牧場 ４５４＋ ６１：２６．６４ １９２．３�

（豪）

２３ メディアブリッツ �４黒鹿 ５７
５５ △丹内 祐次齊藤 直信氏 斎藤 宏 浦河 吉田 又治 ４３８－ ８１：２８．０９ ３１０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，００８，６００円 複勝： ４１，５０７，０００円 枠連： ４５，６８１，８００円

普通馬連： １６９，２８３，９００円 馬単： １３９，０２７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，３００，２００円

３連複： ２００，１７８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ６６３，９８７，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（１－８） ６４０円

普通馬連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ４３０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９００８６ 的中 � ４７３９５（３番人気）
複勝票数 計 ４１５０７０ 的中 � ５６２５２（３番人気）� ７４１１２（２番人気）� ８３１３１（１番人気）
枠連票数 計 ４５６８１８ 的中 （１－８） ５３３７８（２番人気）
普通馬連票数 計１６９２８３９ 的中 �� １１０４２５（３番人気）
馬単票数 計１３９０２７２ 的中 �� ３７１７８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９３００２ 的中 �� １９６４９（５番人気）�� ２３０７９（１番人気）�� ２２９７８（２番人気）
３連複票数 計２００１７８５ 的中 ��� ８７６７０（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２２．９―３４．１―４６．４―５８．８―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピサノヘネシー �
�
父 ヘ ネ シ ー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００４．７．２４ 函館３着

２００２．３．４生 牡４栗 母 イキナオンナ 母母 ブロンズスター １３戦２勝 賞金 ２７，８４０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ベニーバニヤン号は，平成１８年７月１１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） ３頭 プライムマイナー号・マイネルギルト号・ランバイルビー号
（非抽選馬） ２頭 スペシャルリーズン号・バルーション号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０９３ ６月１１日 雨 重 （１８東京３）第８日 第９競走 ��
��１，６００�エーデルワイスステークス

発走１４時２５分 （芝・左）

３歳，１０００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５６ � ホウショウルビー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介芳賀 吉孝氏 領家 政蔵 米 Tokyo Thorough-
bred Bureau ５１６＋ ８１：３７．１ ３６．３�

７１０� ラッセルバローズ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝猪熊 広次氏 中竹 和也 静内 今 牧場 ４９８＋ ２１：３７．２� １４．６�
６８ アサクサゼットキ 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳田原源一郎氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５０６± ０ 〃 ハナ ５．３�
２２ エフセイコー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ２１：３７．５２ ８．０�
８１１ トシザサンサン 牝３芦 ５４ 安藤 勝己上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４５４－ ２１：３８．０３ ３６．４�
８１２	 ワイキューブ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二原 
子氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４２８＋ ４ 〃 アタマ １０．７�
１１ コアレスコジーン �３鹿 ５６ 吉田 豊小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４４２± ０１：３８．２１� １８．６�
５５ 	 チェリーフォレスト 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 	サンデーレーシング 鶴留 明雄 追分 追分ファーム ４５４－ ２１：３８．７３ １５．２

４４ マチカネゲンジ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８０± ０１：３８．９１ １．９�
７９ リファインドボディ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春井上 修一氏 根本 康広 門別 只野牧場 ５０８± ０１：３９．８５ １６．１�
３３

	
�
� マツリダアーティス 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹�橋 文枝氏 成島 英春 新冠 つつみ牧場 ４３２－１８１：４０．７５ ２７６．４

６７ � マイネトップレディ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 郷原 洋行 えりも 上島牧場 ４６６－ ２１：４０．９１ ８６．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４７，０２８，３００円 複勝： ６４，５１４，９００円 枠連： ５３，６５５，１００円

普通馬連： ２５２，５４５，９００円 馬単： １９０，０３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，９０３，８００円

３連複： ２０５，８５６，１００円 ３連単： ５３３，１１６，４００円 計： １，４０３，６５２，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３，６３０円 複 勝 � ９５０円 � ４６０円 � ２００円 枠 連（５－７） ３，６８０円

普通馬連 �� ２３，６４０円 馬 単 �� ４８，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，２５０円 �� ３，６３０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ５２，０７０円 ３ 連 単 ��� ５２４，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４７０２８３ 的中 � １０２２４（９番人気）
複勝票数 計 ６４５１４９ 的中 � １４９７８（１０番人気）� ３４１５８（６番人気）� １１１１４３（２番人気）
枠連票数 計 ５３６５５１ 的中 （５－７） １０７６１（１５番人気）
普通馬連票数 計２５２５４５９ 的中 �� ７８８５（４２番人気）
馬単票数 計１９００３１８ 的中 �� ２８９９（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６９０３８ 的中 �� ２６１８（４３番人気）�� ３８１３（３６番人気）�� １２２１６（１３番人気）
３連複票数 計２０５８５６１ 的中 ��� ２９１８（１０３番人気）
３連単票数 計５３３１１６４ 的中 ��� ７５０（７３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．２―４７．５―１：００．１―１：１２．２―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホウショウルビー �
�
父 Desert King �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００５．１２．２４ 阪神１着

２００３．３．１８生 牝３鹿 母 Gaily Field 母母 Inaka ５戦３勝 賞金 ３０，２０１，０００円



１４０９４ ６月１１日 雨 重 （１８東京３）第８日 第１０競走 ��
��２，１００�

い せ ざ き

伊 勢 佐 木 特 別
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．６．１１以降１８．６．４まで１回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

５１０ イ エ ス 牡６黒鹿５５ 柴田 善臣小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５３０± ０２：１０．０ ３．７�

２４ ウインカーディナル 牡４黒鹿５６ 四位 洋文�ウイン 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４７４＋ ２２：１０．１� ７．０�
１２ ピ オ ー ネ 牡６鹿 ５７ 横山 典弘名古屋友豊� 作田 誠二 新冠 早田牧場新

冠支場 ５３４－ ６２：１０．２クビ １８．５�
７１４ フミノブルースカイ 牡７鹿 ５６ 藤岡 佑介菅野 善文氏 相沢 郁 新冠 カミイスタット ４６２＋ ２２：１０．３� ４．５�
７１３ ロングセンチュリー 牡７黒鹿５３ 田中 勝春中井 敏雄氏 増本 豊 静内 北洋牧場 B４６０－ ６２：１０．４� １２７．３�
２３ � ダブルブラザー 牡５鹿 ５５ 小林 淳一藤田与志男氏 岩戸 孝樹 米 Jim Hawkins &

Lois Hawkins ４５４＋ ２２：１０．５クビ １９．９�
６１２	
 タマモアーチスト 牡６栗 ５７ 内田 博幸タマモ� 伊藤 圭三 門別 藤本ファーム B４９６± ０２：１０．９２� ３．９	

（大井）

８１５ テンカタイヘイ 牡６黒鹿５６ 木幡 初広
ターフ・スポート二ノ宮敬宇 米 Tahei
Stud Farm B５０８－ ２２：１１．１１� ２４．７�

１１ 	 メジログリーン 牡７鹿 ５５ 藤田 伸二
メジロ牧場 奥平 雅士 伊達 メジロ牧場 ４７８＋ ４２：１１．３１� ２７．７�
３５ アルファーワン 牝５鹿 ５１ 二本柳 壮杉山 美惠氏 鈴木 康弘 三石 明治牧場 ４５２－ ６２：１１．４� ４５．６
４８ 	
 バイオレットボス 牡７鹿 ５１ 石神 深一中野 銀十氏 境 直行 浦河 市川牧場 ４５２＋１０２：１１．６１� １６６．１�
４７ エプソムボス 牡５栗 ５５ 吉田 隼人 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 堀井 雅広 静内 田原橋本牧場 ５１２± ０２：１１．８１ ４２．８�
５９ 
 サンキョウチャイナ 牡５栗 ５４ 北村 宏司中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 びらとり牧場 ４９０＋ ２２：１２．３３ ３１．７�
６１１	 オースミダンスイン 牡４鹿 ５４ 小野 次郎�オースミ 菅原 泰夫 門別 本間牧場 ５４４± ０２：１２．６１� ２９．１�
３６ 	 ビッグサクセス 牡５栗 ５５ 後藤 浩輝牧畠 清久氏 白井 寿昭 新冠 村田牧場 ４９０± ０２：１３．９８ ２１．５�
８１６� ストレイラルホーク �７黒鹿５６ 中谷 雄太サウスニア� 高市 圭二 米 M.P. Burke ５２４－ ４２：１５．６大差 ６５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，８０５，３００円 複勝： ５５，４０６，５００円 枠連： ７４，４３８，４００円

普通馬連： ２９０，８６５，５００円 馬単： １８７，９８２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，４０６，１００円

３連複： ２６０，０１７，３００円 ３連単： ５６０，８７７，６００円 計： １，５３１，７９８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � ４６０円 枠 連（２－５） ９００円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １，０７０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ５，８００円 ３ 連 単 ��� ２０，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３９８０５３ 的中 � ８５１８４（１番人気）
複勝票数 計 ５５４０６５ 的中 � １２７８１１（１番人気）� ５４９９４（４番人気）� ２４６５０（７番人気）
枠連票数 計 ７４４３８４ 的中 （２－５） ６１５２４（４番人気）
普通馬連票数 計２９０８６５５ 的中 �� １５９４６４（４番人気）
馬単票数 計１８７９８２０ 的中 �� ６０８１１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２４０６１ 的中 �� ２８６１３（４番人気）�� １４１７６（８番人気）�� ９９９４（１４番人気）
３連複票数 計２６００１７３ 的中 ��� ３３１００（１２番人気）
３連単票数 計５６０８７７６ 的中 ��� １９８２９（３５番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．７―１１．７―１２．１―１２．０―１２．０―１２．７―１３．１―１２．６―１２．４―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．８―１８．５―３０．２―４２．３―５４．３―１：０６．３―１：１９．０―１：３２．１―１：４４．７―１：５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

イ エ ス �
�
父 タイキブリザード �

�
母父 ラグビーボール デビュー ２００２．７．１４ 函館６着

２０００．５．２９生 牡６黒鹿 母 ガイドブック 母母 ガストロノミー ４５戦４勝 賞金 ８４，１８５，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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） ４頭 エスケーアパッチ号・グラスリアルパワー号・ミッキーシャーマン号・ラスニアック号
※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。



１４０９５ ６月１１日 雨 重 （１８東京３）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第２３回エプソムカップ（ＧⅢ）

発走１５時３５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，日本馬：３歳５３�４歳以上
５７�，牝馬２�減，収得賞金３歳３，０００・４歳４，０００・５歳以上５，０００万円超過馬は超過額
５，０００万円毎１�増，�：３歳５３�４歳以上５７�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ
競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

エプソム競馬場賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６６５，０００円 １９０，０００円 ９５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

７１４�	 トップガンジョー 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝河内 孝夫氏 和田 正道 新冠 ハシモトフアーム ５００－ ８１：４９．２ １９．８�

７１５	 グラスボンバー 牡６黒鹿５７ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４７６－ ４１：４９．３
 １１．９�
１１ マチカネキララ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５０６＋１０１：４９．４
 １．６�
２３ デアリングハート 牝４栃栗５５ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２２± ０１：４９．５
 ２７．２�
５１０ ニシノデュー 牡５青鹿５７ 吉田 豊西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 B４７６－ ４１：４９．７１� ３３．０�
４７ � ダイワバンディット 牡５鹿 ５７ 田中 勝春大城 敬三氏 増沢 末夫 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４９２－１０１：５０．０１ １４９．２�
１２ � シェイクマイハート 牡６芦 ５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４７２－ ６ 〃 クビ １３６．１	
８１６ サイドワインダー 牡８栗 ５８ 四位 洋文
協栄 瀬戸口 勉 門別 タバタファーム ５００－ ６１：５０．６３
 １６．９�
５９ � コ ン ラ ッ ド 牡４青 ５７ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B５０６－ ２ 〃 クビ １９．２�
２４ � ルーベンスメモリー 牡６鹿 ５７ 菊沢 隆徳 �社台レースホース高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：５０．７クビ ５４．９
４８ クラフトワーク 牡６黒鹿５７ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 後藤 由之 白老 白老ファーム ４７２－ ８ 〃 クビ １０．９�
８１７� カナハラドラゴン 牡８鹿 ５７ 大西 直宏寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４７０－１０１：５１．０１ ３４．２�
８１８�	 ツルマルヨカニセ 牡６栗 ５７ G．ボス 鶴田 任男氏 橋口弘次郎 白老 白老ファーム ４９０－１０１：５１．１クビ １２８．７�

（豪）

３６ ペールギュント 牡４黒鹿５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５０６－ ６１：５１．８４ ２４．１�
６１２	 タイガーカフェ 牡７黒鹿５７ 内田 博幸西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：５１．９クビ ２６．９�

（大井）

６１１� ダンスインザモア 牡４黒鹿５７ 木幡 初広木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５０４＋ ８１：５２．０ １５．７�
３５ ロードフラッグ �９鹿 ５７ 二本柳 壮 
ロードホースクラブ 伊藤 正徳 新冠 守矢牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ ３０３．５�
７１３	 スズノマーチ 牡６栗 ５７ 北村 宏司小紫 芳夫氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４８２＋ ２１：５３．９大差 ５４．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５８，２４６，２００円 複勝： １７０，７６６，２００円 枠連： ２６９，４８８，７００円

普通馬連： １，１３２，４３２，２００円 馬単： ７８２，２９３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３９，７６３，８００円

３連複： １，０２７，８９９，６００円 ３連単： ２，２５０，５０４，４００円 計： ６，０３１，３９４，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，９８０円 複 勝 � ３７０円 � ２５０円 � １２０円 枠 連（７－７） ３，４４０円

普通馬連 �� ５，６９０円 馬 単 �� １４，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ７４０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ３，０８０円 ３ 連 単 ��� ３９，０５０円

票 数

単勝票数 計１５８２４６２ 的中 � ６３０４６（７番人気）
複勝票数 計１７０７６６２ 的中 � ８４５１２（７番人気）� １４４９３３（２番人気）� ５８７５１５（１番人気）
枠連票数 計２６９４８８７ 的中 （７－７） ５７８３７（１４番人気）
普通馬連票数 計１１３２４３２２ 的中 �� １４６８８５（１７番人気）
馬単票数 計７８２２９３３ 的中 �� ４０７８６（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２３９７６３８ 的中 �� ３５９４５（１５番人気）�� ７９３３５（６番人気）�� １３４８１２（１番人気）
３連複票数 計１０２７８９９６ 的中 ��� ２４６４０８（２番人気）
３連単票数 計２２５０５０４４ 的中 ��� ４２５３９（１２５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．４―１１．８―１２．５―１２．７―１２．０―１１．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．１―４６．９―５９．４―１：１２．１―１：２４．１―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．１

３ １０－（３，１３）－（１，１４）７（６，１８）（２，４）（５，１２，１５）（１１，１７）－９（８，１６）
２
４

１０－（７，１３）（３，１４）（１，４，６）（２，１８）（５，１２，１５）－（９，１１，１７）（８，１６）
１０－３（１，１３，１４）７（２，４，６，１５，１８）（５，１７）（１２，１１，１６）（９，８）

勝馬の
紹 介

�
	
トップガンジョー �

�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２００４．６．２０ 函館４着

２００２．４．２生 牡４栗 母 ゴールデンノヴァ 母母 カ ル ポ ピ ー ２０戦５勝 賞金 １３６，７６８，０００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。
（非抽選馬） ２頭 アサクサキニナル号・シャーディーナイス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０９６ ６月１１日 雨 重 （１８東京３）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５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，１８．５．１３以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．１
１：１９．０

良

良

８１５� エ ミ ナ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘前田 幸治氏 和田 正道 愛 M. H. Ings B４５０＋ ６１：２４．７ １２．７�

２２ � サクライナセ 	５鹿 ５７ 藤田 伸二�さくらコマース的場 均 静内 八田ファーム ４９６－ ４ 〃 ハナ ３．３�
７１３�
 ケイアイボイジャー 牡７栗 ５７ 吉田 豊亀田 守弘氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２１：２４．８クビ ３３．９�
４７ �� チアズヒカリ 牝６鹿 ５５ 中舘 英二北村キヨ子氏 矢作 芳人 三石 田中 春美 ４７６± ０１：２４．９� １６．５�
６１１� ブランディーグラス 牡７栗 ５７ 安藤 勝己�名駿 和田 正道 米 Cheyenne

Stables, LLC ５０８－１０１：２５．３２� ３８．５�
７１２�
 サ ラ ラ 牝４鹿 ５５ 鹿戸 雄一�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ ２３．７	
１１ ハセノダンディ 牡５栗 ５７ 四位 洋文長谷川�一氏 大江原 哲 静内 野坂牧場 B４７６－ ４１：２５．４クビ ３５．５

５９ � コスモジャイブ 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳 �ビッグレッドファーム 河野 通文 豪 Mr D P

Bentata ４８６－ ６１：２５．７１ ５．６�
３５ � ナイキフェイバー 牝６芦 ５５ 小野 次郎小野 誠治氏 古賀 史生 米

Harold J.Hendricks,Roger
L.Justice,Rick L.Littrell &
Dr.Scott W.Pierce

４７４± ０ 〃 アタマ １５．９�
８１４ ジュラナスリング 牡６鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ ３．１

（大井）

６１０ マイネルアルバ 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 静内 真歌田中牧場 ４８０－ ２１：２５．８� ８７．６�

４６ コアレスフォルテ 牡５青鹿 ５７
５４ ▲大野 拓弥小林 昌志氏 西塚 安夫 門別 高橋牧場 ５０６＋１９１：２５．９クビ ２４９．３�

５８ ブラストサンデー 	６鹿 ５７
５４ ▲塚田 祥雄小林 英一氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ４９６－ ４１：２６．０� １２．０�

２３ � キャンディッド 牡６鹿 ５７ 郷原 洋司山本 武司氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ５２０± ０１：２６．３１ ２７７．７�
３４ � フローリッシュ 牝５栗 ５５ 木幡 初広�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４６２＋ ２１：２６．７２� ４６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５５，１３３，３００円 複勝： ６３，３４９，４００円 枠連： ９５，４６７，７００円

普通馬連： ３４９，４３９，４００円 馬単： ２３６，４０１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，０９６，０００円

３連複： ２７７，７４３，３００円 ３連単： ６６５，４０７，７００円 計： １，８１５，０３７，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ２９０円 � １４０円 � ５５０円 枠 連（２－８） ３７０円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ４，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２，３７０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ８，１８０円 ３ 連 単 ��� ４９，４８０円

票 数

単勝票数 計 ５５１３３３ 的中 � ３４２３９（５番人気）
複勝票数 計 ６３３４９４ 的中 � ４９７９８（４番人気）� １７２６１３（１番人気）� ２２３２５（９番人気）
枠連票数 計 ９５４６７７ 的中 （２－８） １９１１４２（１番人気）
普通馬連票数 計３４９４３９４ 的中 �� １６１２２８（４番人気）
馬単票数 計２３６４０１１ 的中 �� ４１８３３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２０９６０ 的中 �� ３３８２５（４番人気）�� ７１３７（３１番人気）�� １４０４６（１５番人気）
３連複票数 計２７７７４３３ 的中 ��� ２５０８３（２４番人気）
３連単票数 計６６５４０７７ 的中 ��� ９９２５（１４５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．５―１２．２―１２．０―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．１―４７．３―５９．３―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エ ミ ナ �
�
父 Danehill �

�
母父 Bluebird デビュー ２００４．９．１８ 中山６着

２００２．４．１６生 牝４鹿 母 Delilah 母母 Courtesane １８戦３勝 賞金 ３２，７５４，０００円
〔３走成績による出走制限〕 コアレスフォルテ号は，平成１８年７月１１日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１８東京３）第８日 ６月１１日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

２４４，４７０，０００円
２８，５８０，０００円
３，５２０，０００円
６１０，０００円
１，９５０，０００円
２５，８１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，６５５，５００円
５，１４２，０００円
１，８８８，７００円

勝馬投票券売得金
５０３，６９９，４００円
６１３，３７６，１００円
７９１，５３５，３００円
３，０２３，９０２，８００円
２，３００，５７５，５００円
６９７，１５８，２００円
３，０１３，２０１，４００円
４，００９，９０６，１００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 １４，９５３，３５４，８００円

総入場人員 ３８，１０３名 （有料入場人員 ３６，６８１名）



平成１８年度 第３回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４６７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

２，５００，８７０，０００円
２２，６９０，０００円
２２２，５２０，０００円
１７，６６０，０００円
６，６２０，０００円
１１６，２３０，０００円
２６９，６９０，０００円
１，３７３，０００円
１，３７３，０００円
５２９，１８９，５００円
４４，１８８，２００円
１４，８１６，７００円

勝馬投票券売得金
５，１６０，５００，５００円
５，８２６，０１０，９００円
８，６４４，１６６，２００円
３５，２７５，４１４，７００円
２３，９６４，４０１，２００円
６，８０６，６２５，３００円
３１，３５２，９５４，５００円
４６，７７２，４９２，４００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
計 １６３，８０２，５６５，７００円

総入場延人員 ４３７，４８４名 （有料入場延人員 ４２２，１３０名）




