
１４０４９ ６月２日 晴 稍重 （１９東京３）第５日 第１競走 ��１，６００�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 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

４７ � グランドアワード 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�グランド牧場 二本柳俊一 静内 グランド牧場 ４８０－ ２１：３９．２ ２．６�

１１ � トゥルーアイズ 牝３鹿 ５４
５１ ▲田中 博康�ターフ・スポート高橋 祥泰 三石 土田農場 ５２２－ ２ 〃 ハナ １９．１�

２４ トキノミスオース 牝３鹿 ５４ 津村 明秀田中 久續氏 小笠 倫弘 平取 木村 二三夫 ５１６＋ ８１：３９．４１� ６．９�
６１２ トウキュウアジュデ 牝３黒鹿５４ 江田 照男一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ５２４ ―１：３９．６１� ２０．９�
５９ プラピシャス 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 村中 一英 ５０２＋ ８１：４０．０２� ２８１．３�
８１５ バーニングラブ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�グランド牧場 蛯名 信広 静内 グランド牧場 B４２４＋ ２ 〃 アタマ １０．９�
４８ キャプテンドリーム 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４４４＋１０ 〃 ハナ １４．２	
５１０ ロ ッ タ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人白井 繁夫氏 
田 研二 静内 静内白井牧場 ４７６＋ ４１：４０．１クビ １０．１�
３５ � キャサリンダイヤ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�藤沢牧場 
田 研二 静内 藤沢牧場 B４６８－ ６１：４０．５２� ２７．２�
７１４ グランマモーゼス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一小林 薫氏 畠山 吉宏 静内 岡田スタツド ４３６ ― 〃 ハナ ８４．９
６１１ ラードロロフティー 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川島牧場 ４０６＋ ４１：４０．７１� ９５．７�
８１６� ヒカルアヤノヒメ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春中脇 満氏 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４２４＋１２１：４１．２３ ８３．６�
１２ �� パ ス タ イ ム 牝３黒鹿５４ 横山 典弘細谷 典幸氏 岩戸 孝樹 新冠 中本 隆志 ４６８± ０１：４２．２６ ３．９�
７１３ ラブリーシャイン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４２８－ ６１：４２．４１� ４９．２�
３６ �� スマートミリオン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠大川 徹氏 佐々木亜良 青森 小笠原 富

三郎 B４４４＋ ８１：４３．０３� ８９．８�
２３ � ダイワマドンナ 牝３鹿 ５４ 今野 忠成大城 敬三氏 佐藤 吉勝 門別 坂口 豊翼 ４３６＋１６１：４４．３８ １７５．５�

（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９５４，５００円 複勝： ３０，８７４，０００円 枠連： ２５，３４３，４００円

普通馬連： ９０，０２８，１００円 馬単： ８６，７４６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３４５，７００円

３連複： １２５，５５４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４０５，８４６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １１０円 � ４３０円 � ２００円 枠 連（１－４） ３６０円

普通馬連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ３，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ３２０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ３，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０９５４５ 的中 � ６３９８４（１番人気）
複勝票数 計 ３０８７４０ 的中 � １１５００３（１番人気）� １１９６５（７番人気）� ３３６７１（３番人気）
枠連票数 計 ２５３４３４ 的中 （１－４） ５２６１６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９００２８１ 的中 �� ３２１２７（７番人気）
馬単票数 計 ８６７４６８ 的中 �� ２０６５５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３４５７ 的中 �� ７５４０（８番人気）�� ２３４９９（２番人気）�� ３９６０（１８番人気）
３連複票数 計１２５５５４４ 的中 ��� ２４５６０（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．７―１：００．５―１：１３．１―１：２５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グランドアワード �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００７．３．２４ 中京１０着

２００４．４．２１生 牝３鹿 母 アップトゥユー 母母 ベリーグランド ５戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワマドンナ号は，平成１９年７月２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〕 ヒカルアヤノヒメ号は，平成１９年７月２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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トンメイ号
（非抽選馬） ３頭 ギフトカード号・コスモエリニュス号・コスモライゼン号
※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。



１４０５０ ６月２日 晴 稍重 （１９東京３）第５日 第２競走 ��
��１，４００�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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

８１５� ドンアドヴァイタ 牡３芦 ５６ 内田 博幸山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 若林牧場 ４７８－ ４１：２４．９ ３．４�
（大井）

３６ � ギシアラバストロ 牡３青鹿５６ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-
agement, LLC ４６２ ―１：２５．０� １６．７�

３５ � ディーアールボーイ 牡３鹿 ５６ 江田 照男長谷川文夫氏 田子 冬樹 門別 広中 稔 ４５８＋ ２１：２５．４２	 １３．２�
１１ マイネルビスタ 牡３栗 ５６ 坂井 英光 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４４０± ０１：２５．７１� ３６．６�
（大井）

１２ シルキーキュート 牝３黒鹿５４ 武士沢友治有限会社シルク保田 一隆 三石 タツヤファーム ４８６＋１６１：２６．７６ １６．６�
４７ 
 サトノユウジ 牡３鹿 ５６ 武 豊里見 治氏 的場 均 新冠 川島牧場 ５０６＋ ４１：２７．２３ ３．１�
６１１� ア ト ミ ッ ク 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎宮崎 利男氏 坂本 勝美 新冠 柳谷 正 ４３８－１２１：２７．７３ ８５．７	
７１４� トウショウツアラー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８６± ０１：２７．９１� ４．８

２４ � ア ラ リ ス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５２０ ―１：２８．０クビ ２５．８�
２３ ダイヤフェニックス 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 金成吉田牧場 ５４４ ―１：２８．１	 ８．７
４８ 
 スズジャングルオー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣小紫 芳夫氏 本間 忍 浦河 宮内牧場 ４６２ ―１：２８．２	 ９９．４�
５９ � シャイニングヒル �３鹿 ５６ 藤田 伸二広尾レース� 国枝 栄 英

Leydens Farm,
Brook and Cool-
more Studs

B４０６ ―１：２９．４７ ６２．６�
７１３ スプリングハウル 牡３栗 ５６ 田中 剛加藤 春夫氏 沢 峰次 様似 宮本 一輝 ４９８ ―１：３０．５７ ２３３．９�
５１０
 レオタックル 牡３黒鹿５６ 今野 忠成�レオ 岩戸 孝樹 平取 清水牧場 ４７４± ０１：３１．６７ １３３．５�

（川崎）

６１２ アズユーディザイア 牝３鹿 ５４
５１ ▲黛 弘人宮川 純造氏 清水 英克 門別 五十嵐牧場 ４６６ ―１：３２．０２	 ３１３．６�

８１６� ハクサンファースト 牡３青鹿５６ 田辺 裕信篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：３８．２大差 ２０９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１１６，５００円 複勝： ３０，７４１，８００円 枠連： ２５，５０５，３００円

普通馬連： ９０，７１９，８００円 馬単： ８８，０５１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６８９，２００円

３連複： １２１，３０５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４０５，１２８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � ５２０円 � ３５０円 枠 連（３－８） １，５９０円

普通馬連 �� ３，８５０円 馬 単 �� ６，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� ９３０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� １３，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３１１６５ 的中 � ５３７９４（２番人気）
複勝票数 計 ３０７４１８ 的中 � ５７６５８（２番人気）� １３２５９（７番人気）� ２１４８２（５番人気）
枠連票数 計 ２５５０５３ 的中 （３－８） １１９０２（８番人気）
普通馬連票数 計 ９０７１９８ 的中 �� １７４３１（１５番人気）
馬単票数 計 ８８０５１１ 的中 �� １０４０５（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６８９２ 的中 �� ４６３９（１４番人気）�� ６９９８（１２番人気）�� ２６８７（２５番人気）
３連複票数 計１２１３０５１ 的中 ��� ６７６０（３８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．７―１２．０―１２．１―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．１―４７．１―５９．２―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ドンアドヴァイタ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２００６．８．１３ 札幌６着

２００４．４．２５生 牡３芦 母 バトルグレイシー 母母 マンノチヤーリー １２戦１勝 賞金 １２，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングハウル号・レオタックル号・アズユーディザイア号・ハクサンファースト号は，平成１９年

７月２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〕 レオタックル号は，平成１９年７月２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。
（非抽選馬） ５頭 アポインテッドボブ号・コウメイグリーン号・ビューティブロンド号・ベイジュ号・マキハタセンシブル号
※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２日 晴 良 （１９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）

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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

８１７ アマミスウィフト 牡３鹿 ５６
５３ ▲田中 博康鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４２６＋ ４１：２３．２ １０．１�

７１３� マイスイートハート 牝３栗 ５４
５１ ▲的場 勇人 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 多田 善弘 ４４０± ０１：２３．４１� ４．２�

６１２ ゲラウトマイウエイ 牝３鹿 ５４ 鈴木 慶太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４５０± ０１：２３．６１ ３３．６�

２４ � プラネタリーリング 牡３鹿 ５６ 津村 明秀池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 鵡川 上水牧場 ４７６＋ ８ 〃 クビ ３．１�
３５ � キョクイチドラマ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ４３２－ ４ 〃 ハナ ８．８�
７１５� オートクレール 牝３鹿 ５４

５３ ☆塚田 祥雄 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４３４－ ２１：２３．７クビ ４．８	
８１８� コスモヴァシュラン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 川上 悦夫 ４５８＋１２ 〃 ハナ ２３．２

６１１�� キングケイザンオー 牡３栗 ５６

５３ ▲宮崎 北斗増田 陽一氏 畠山 重則 三石 斉藤 正男 ４５２＋１０１：２３．８� １２９．０�
４７ � ヒシチャージャー 牡３鹿 ５６ 加藤士津八阿部雅一郎氏 加藤 和宏 平取 高橋 幸男 ４４２± ０１：２４．０１� １１６．５�
８１６ アッシュアッパー 牝３芦 ５４

５１ ▲丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 成隆牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ １９．０
１１ � トミケンルビー 牝３鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎冨樫 賢二氏 柴崎 勇 様似 能登ファーム ４１４－ ８１：２４．１� ４３．９�
４８ �� カヤドーブラン 牝３鹿

５４
５１ ▲佐藤 聖也黒澤 尚氏 根本 康広 三石 下屋敷牧場 ４５４＋ ８ 〃 ハナ １０４．２�

５１０� カシノエデン 牝３栗 ５４ 高野 和馬柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４１８＋ ８ 〃 クビ ３４７．４�
１２ パープルオーキッド 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介�大道牧場 小島 茂之 浦河 大道牧場 B４５６＋ ４１：２４．２� ４８．１�
３６ ワンダープグナール 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小島 太一山本 信行氏 加賀 武見 えりも 能登 浩 ４１８＋ ２１：２４．４１� ２５９．３�
５９ ゴールデンルール 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 石川 栄一 ４４６＋ ２１：２４．８２� １４９．７�
２３ � ハイデルベルグ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥�ターフ・スポート杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 ５１２± ０１：２５．０１� １８．６�
７１４ タ ビ ー 牝３栗 ５４ 五十嵐雄祐西森 鶴氏 天間 昭一 新冠 森 牧場 ４２０＋ ４１：２５．１クビ ５５．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，７７５，７００円 複勝： ２７，１６２，２００円 枠連： ３３，０８５，０００円

普通馬連： ９１，６１３，９００円 馬単： ８５，８８４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５４１，７００円

３連複： １２０，２５８，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４０５，３２０，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ３２０円 � １８０円 � ８９０円 枠 連（７－８） ５００円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ４，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ５，２５０円 �� ２，５２０円

３ 連 複 ��� ２３，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１７７５７ 的中 � １７０４６（５番人気）
複勝票数 計 ２７１６２２ 的中 � ２１７８３（５番人気）� ５１９０２（２番人気）� ６３９０（１０番人気）
枠連票数 計 ３３０８５０ 的中 （７－８） ４８９１４（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１６１３９ 的中 �� ３７３６６（６番人気）
馬単票数 計 ８５８８４１ 的中 �� １３７６４（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５４１７ 的中 �� ９４９７（５番人気）�� １１５２（４９番人気）�� ２４４０（２７番人気）
３連複票数 計１２０２５８０ 的中 ��� ３８４６（６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．８―３５．５―４７．６―５９．１―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アマミスウィフト �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１．６ 中山２着

２００４．３．２８生 牡３鹿 母 アマミヴィーナス 母母 ビユーテイコトブキ ６戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔制裁〕 キョクイチドラマ号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 ヒシチャージャー号は，平成１９年７月２日まで平地競走に出走できない。



１４０５２ ６月２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（１９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

５８ ハリーコマンド �７黒鹿６０ 嘉堂 信雄高田 久成氏 庄野 靖志 三石 本桐牧場 ４８２＋ ２３：２０．１ ３．７�

８１４ マイネルレジオ 牡７鹿 ６０ 沢 昭典 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 三石 酒井 利英 ５０４－ ２ 〃 アタマ ５．７�

３４ キングポッシブル 牡４青鹿６０ 大庭 和弥栗嶋 豊明氏 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４４４－ ４３：２０．７３� ２９．９�
１１ カズノダンシング 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐�中山牧場 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 ４８０－ ６ 〃 ハナ ３０．３�
８１３� ウォッチンザスカイ 牡５栗 ６０ 鈴木 慶太�グリーンテック柴田 政人 門別 信育成牧場 ４５０－ ２３：２１．４４ ２．６�
４６ ワイズタイクーン 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５１４＋ ４３：２１．５クビ ７．０	
６１０ メモリーオブヨーク 牡５鹿 ６０ 山本 康志鈴木 芳夫氏 高市 圭二 浦河 大道牧場 ４４４＋ ４３：２２．７７ １０．８

７１１� ディクタトル 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５２８－ ８３：２３．４４ ３１．６�
３３ �	 ダグラスフォンテン 牡５鹿 ６０ 石神 深一吉橋 計氏 萱野 浩二 青森 柏木牧場 ４７６＋１２３：２４．５７ １０４．９�
２２ � シルクフェアー 牡５鹿 ６０ 平沢 健治有限会社シルク石毛 善彦 門別 正木 茂夫 ４３６＋１０３：２４．６クビ １５１．０
６９ 
 ブレイブストーリー 牡４青鹿６０ 江田 勇亮前田 幸治氏 古賀 史生 米 Brereton

C. Jones ４６８＋ ２３：２５．８７ １１７．８�
７１２� タケノフェロー 牡４栗 ６０

５７ ▲千葉 直人武岡 雅子氏 成島 英春 静内 武岡牧場 B４６２＋ ８３：２８．９大差 ７１．５�
４５ ビコーウエル 牡５鹿 ６０ 柴田 未崎�レジェンド 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４７４－１４ 〃 アタマ ３７．１�
５７ 
 ダノンバディ 牡４黒鹿６０ 田中 剛�ダノックス 小島 太 愛 Ballylinch

Stud ４９６＋ ２３：２９．０クビ ４２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，４０７，４００円 複勝： １８，０９４，９００円 枠連： ２４，７０７，５００円

普通馬連： ６８，３６２，９００円 馬単： ７５，７５１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１２９，５００円

３連複： １０２，５３７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３２５，９９１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ５００円 枠 連（５－８） ３６０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，７３０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� １０，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７４０７４ 的中 � ３７４３６（２番人気）
複勝票数 計 １８０９４９ 的中 � ３９５４４（２番人気）� ２４９１６（３番人気）� ７０６４（６番人気）
枠連票数 計 ２４７０７５ 的中 （５－８） ５１７５８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８３６２９ 的中 �� ４４９５２（４番人気）
馬単票数 計 ７５７５１４ 的中 �� ２６７３８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１２９５ 的中 �� １０３２５（４番人気）�� ２６２５（１６番人気）�� ２３６４（１９番人気）
３連複票数 計１０２５３７５ 的中 ��� ６９２９（３２番人気）

上り １マイル １：４６．０ ４F ５０．９－３F ３７．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハリーコマンド �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００３．１．２６ 小倉５着

２０００．５．１５生 �７黒鹿 母 ドミナスクリスタル 母母 ドミナスローズ 障害：４戦１勝 賞金 １２，７００，０００円
〔制裁〕 マイネルレジオ号の騎手沢昭典は，２周目６号障害を外側に斜飛したことについて戒告。
※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 タマモアーチスト号



１４０５３ ６月２日 晴 良 （１９東京３）第５日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

５９ � ナンヨーイースト 牡３青鹿５６ 藤田 伸二中村 �也氏 尾形 充弘 浦河 梅田牧場 ４５４＋ ４１：４７．２ ５．８�

５１０� ライブコンサート 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠清水 一功氏 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４９０＋ ６１：４７．３� ４．４�

６１１� キャプテンキッド 牡３鹿 ５６ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Kilfrush Stud ５１０ ―１：４７．８３ １２．１�
７１４� エーシントゥルボー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５１２＋ ８１：４８．０１	 ２．６�
８１６� ニシノムツラボシ 牡３栗 ５６ 石神 深一西山 茂行氏 佐藤 吉勝 鵡川 西山牧場 ４２２± ０１：４８．７４ ３４６．２�
１１ � シルクトワイライト 牡３鹿 ５６ 川田 将雅有限会社シルク池上 昌弘 静内 出羽牧場 ４６６＋ ４１：４８．８クビ １３．６�
８１８�
 ニュージェットラン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩本間 茂氏 柴田 政人 浦河 野表 春雄 ４５０＋ ４ 〃 クビ １０．０�
３６ ベ ル タ リ ド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 B４５０± ０１：４９．０１	 ６０．８	
６１２ ヒカリヘリオス 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎
大島牧場 斎藤 宏 浦河 大島牧場 ４８４＋１４１：４９．１� ６１．４�
７１３� ハンスジャック 牡３栗 ５６ 郷原 洋司吉橋 計氏 郷原 洋行 静内 山田牧場 ４６６－ ４１：４９．３１	 ２９９．７�
４７ � マイネルエトナ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 新冠 コスモビューファーム ４７２＋１０１：４９．４� １５．０�
３５ �
 デュアルソニック �３鹿 ５６ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 鵡川 上水牧場 ４２８＋ ４１：４９．５� ９７．７�
１２ �
 フサイチジャスパー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝関口 房朗氏 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ５１２－１６ 〃 ハナ ２７．６�
８１７� デストラメンテ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４５８－ ２１：４９．６� １８．８�
７１５� タケデンシルヴァン 牝３芦 ５４ 大庭 和弥武市 弘氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 ４０８＋１０１：４９．９２ ３００．１�
２４ �
 マインドシチー 牝３鹿

５４
５１ ▲池崎 祐介 友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ４３８－１０１：５０．０� ２７１．１�

４８ ジマンノムスメ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人村山 輝雄氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４４２ ―１：５０．１クビ １２４．１�
２３ パトロクロス 牡３栗 ５６ 村田 一誠
日進牧場 山田 要一 浦河 日進牧場 ４９８ ―１：５１．８大差 ３３７．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，３１２，０００円 複勝： ４０，２２３，０００円 枠連： ３５，１２０，５００円

普通馬連： １１７，１９６，０００円 馬単： １０３，８２７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５６５，８００円

３連複： １４４，２７４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４９９，５１８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２２０円 � １８０円 � ５１０円 枠 連（５－５） １，４２０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，４７０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ５，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６３１２０ 的中 � ３５９５９（３番人気）
複勝票数 計 ４０２２３０ 的中 � ５００９９（３番人気）� ６８３９４（２番人気）� １６８７１（８番人気）
枠連票数 計 ３５１２０５ 的中 （５－５） １８３１７（６番人気）
普通馬連票数 計１１７１９６０ 的中 �� ６２９７０（５番人気）
馬単票数 計１０３８２７２ 的中 �� ２９２８０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５６５８ 的中 �� ２１５９５（３番人気）�� ５１７９（１８番人気）�� ５６７７（１６番人気）
３連複票数 計１４４２７４３ 的中 ��� ２０７０４（１６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．４―１２．４―１２．２―１２．２―１１．７―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３５．３―４７．７―５９．９―１：１２．１―１：２３．８―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．１

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

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

勝馬の
紹 介

�ナンヨーイースト �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００６．１０．２８ 東京６着

２００４．２．８生 牡３青鹿 母 ベ イ サ ス 母母 Golden Petal ９戦１勝 賞金 １１，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パトロクロス号は，平成１９年７月２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〕 フサイチジャスパー号・マインドシチー号は，平成１９年７月２日まで平地競走に出走できない。



１４０５４ ６月２日 晴 良 （１９東京３）第５日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

８１６� ゲイルスパーキー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４９０＋ ６１：２１．３ ２２．９�

１２ � トーセンイマジゲン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義島川 �哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：２１．５１ １．８�
５９ � キッズヴェローチェ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４６６＋１０ 〃 クビ １１．９�
７１４� サニーアンジェリカ 牝３栗 ５４ 川田 将雅宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７２＋ ４１：２１．８２ ４６．８�
８１７� ニ キ テ ィ ス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二田中 晴夫氏 矢作 芳人 静内 藤平 和実 ５１８＋ ４ 〃 クビ ８．９�
７１３ ウルトラストーン 牡３鹿 ５６ 武 豊後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 坂本 春雄 ４９２＋ ２ 〃 ハナ １０．４	
１１ マイネルカーロ 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－ ６１：２１．９クビ ２４．２


４８ � サーキットレディ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広飯田 政子氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-
take Iida ４８４± ０１：２２．０� ４３．６�

３５ オールライトナウ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信平井 裕氏 本郷 一彦 三石 澤田 嘉隆 ５０４－ ６ 〃 ハナ １８．７�
５１０� デスコベルタ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝前田 幸治氏 和田 正道 米

Bourbon Oaks
Farm & Spend-
thrift Farm LLC

４７４－１２ 〃 クビ ７．０
７１５ キングオブハイシー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�ミルファーム 手塚 貴久 門別 小西ファーム ４７０－ ２１：２２．２１	 ５０．５�
２３ �
 ロックアスリート 牡３芦 ５６ 柴山 雄一小原 巖氏 笹倉 武久 新冠 大栄牧場 ４８２± ０１：２２．５１� １１５．８�
６１１� マルターズクラシカ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Summer

Wind Farm ４６６＋ ６１：２２．６� ４４．２�
８１８� コヤノテンビー 牡３鹿 ５６ 坂井 英光グローバルサービス� 遠藤 茂 えりも 大和牧場 ４２６－ ２ 〃 アタマ ３９０．９�

（大井） （大井）

４７ �� ミラクルボネット 牡３青鹿５６ 田中 剛山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 前川 正美 B４６０－ ２ 〃 アタマ １３７．０�
２４ パ ワ ー サ ム 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４４４＋ ４１：２３．４５ ３２８．２�
６１２�� ダ ン ナ サ マ 牡３黒鹿５６ 今野 忠成�グランド牧場 佐々木 仁 静内 グランド牧場 ４７４－ ５１：２３．７２ １２０．５�

（川崎） （川崎）

３６ トウカイシグナル 牡３鹿 ５６ 津村 明秀内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 ４５６＋ ８１：２４．８７ １０３．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，８９４，１００円 複勝： ３８，７５６，０００円 枠連： ４０，５４６，６００円

普通馬連： １２８，１１４，６００円 馬単： １２０，０１８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，０９７，７００円

３連複： １６２，１８９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５５６，６１７，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２，２９０円 複 勝 � ４００円 � １３０円 � ３００円 枠 連（１－８） ４７０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� ５，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ２，１００円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ５，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１８９４１ 的中 � １１０２２（７番人気）
複勝票数 計 ３８７５６０ 的中 � １８６０１（７番人気）� １２３１４３（１番人気）� ２７３６４（５番人気）
枠連票数 計 ４０５４６６ 的中 （１－８） ６４５８４（２番人気）
普通馬連票数 計１２８１１４６ 的中 �� ６５９３７（５番人気）
馬単票数 計１２００１８９ 的中 �� １７０５１（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５０９７７ 的中 �� １２２０９（６番人気）�� ３８５９（２７番人気）�� １８１０９（３番人気）
３連複票数 計１６２１８９２ 的中 ��� ２２２５４（１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．３―１１．５―１１．４―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．５―４６．０―５７．４―１：０９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．３
３ ８，１３（６，１４）（１１，１７）（２，１６）１０（４，１２）（１，９，１５）（３，５，１８）７ ４ ８－１３，１４（６，１１，１７）（２，１６）１０（４，１２，９，１５）（１，５，１８）（３，７）

勝馬の
紹 介

�ゲイルスパーキー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ランズダーン デビュー ２００７．１．２７ 東京４着

２００４．４．９生 牡３鹿 母 フェイムオブラス 母母 マンジユデンスター ４戦２勝 賞金 １３，６００，０００円
※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 ウルトラソウル号・オーデンセ号・サウスヒューマー号・セントラルボーイ号・ソウレイ号・タカラタロウ号・

テイクマイアイズ号・ニシノカムシン号・マイニングゴールド号・マスターカフェ号・マルブツセンター号
※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。



１４０５５ ６月２日 晴 良 （１９東京３）第５日 第７競走 ��
��２，０００�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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

３３ �� シ グ ナ リ オ 牡３栗 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２± ０２：０１．７ ２．０�

６６ � サンライズベガ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ２．３�
４４ � ハリーアップ 牡３芦 ５６ 横山 典弘首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 ４６８－ ６２：０１．９１� １１．４�
１１ � マイネルモデルノ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �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 ４７８－ ２２：０２．１１� １９．０�
８１０ マイネルアーバニタ 牡３栗 ５６ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ２２：０２．２	 ４７．２�
７８ 
 デザインシチー 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 博康 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 米
Pope McLean Jr.,
Marc McLean &
Randy Miles

B４１８＋ ６２：０２．５１	 ３６．２�
２２ � ヤマイチカイザン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸坂本 肇氏 足立 勝久 穂別 大頭 忠典 B５１４－ ３２：０２．９２� ９２．１	

（川崎） （大井）

６７ � ヘイアンレジェンド 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 松山 康久 門別 シンボリ牧場 ４８４－ ２２：０３．０	 １２．４

８１１ シベチャリレンジャ 牡３栗 ５６ 小林 淳一新井原 博氏 清水 美波 門別 大矢牧場 ４９０－ ２２：０３．１クビ １９９．８�
７９  ウツミキングマン 牡３黒鹿５６ 伊藤 直人露崎 勇氏 小林 常泰 静内 酒井 亨 ４１４－ ４２：０３．８４ ２２４．４�
５５ � ランドフーガ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠木村 善一氏 本間 忍 門別 日西牧場 ４７８＋ ８２：０３．９	 ５６．９

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，５４３，８００円 複勝： ２７，２８６，５００円 枠連： ３０，２３３，９００円

普通馬連： １３１，５８３，０００円 馬単： １６３，３３０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，９５６，８００円

３連複： １７０，３４９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５８８，２８４，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １００円 � １００円 � １６０円 枠 連（３－６） １６０円

普通馬連 �� １７０円 馬 単 �� ３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ２４０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０５４３８ 的中 � １２１９９１（１番人気）
複勝票数 計 ２７２８６５ 的中 � ８９５２９（２番人気）� ９６０１１（１番人気）� ２４２８９（４番人気）
枠連票数 計 ３０２３３９ 的中 （３－６） １４０１８２（１番人気）
普通馬連票数 計１３１５８３０ 的中 �� ５７５９５８（１番人気）
馬単票数 計１６３３３０５ 的中 �� ３６７０８１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４９５６８ 的中 �� １１８４５１（１番人気）�� ２７３０１（２番人気）�� ２２０１１（４番人気）
３連複票数 計１７０３４９６ 的中 ��� ３３１３８４（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．６―１２．１―１３．０―１３．１―１２．８―１１．７―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３５．７―４７．８―１：００．８―１：１３．９―１：２６．７―１：３８．４―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

�
�
シ グ ナ リ オ �

�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Mo Exception デビュー ２００７．３．４ 中山１着

２００４．１．３０生 牡３栗 母 シ ャ ロ ン 母母 Double Wiggle ３戦２勝 賞金 １８，０８６，０００円
〔発走状況〕 ランドフーガ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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２日 晴 良 （１９東京３）第５日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

４７ マイネルパシオン 牡５青鹿５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柄崎 孝 静内 ビツグレツドフアーム ４７４＋ ８１：３３．９ ３．２�

７１５� ラズベリータイム 牝４青鹿５５ 柴田 善臣広尾レース� 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４５４± ０１：３４．１１ ２１．２�
３５ � スズノオオゴン 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：３４．３１� ３．４�
４８ オリオンオンサイト 牝４鹿 ５５ 武 豊日浦 桂子氏 矢作 芳人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ５．１�
５１０� サクラデフィート 牡４鹿 ５７ 横山 典弘�さくらコマース勢司 和浩 静内 新和牧場 ５０４－１２１：３４．６１	 ７３．７�
３６ ダイワフォルゴーレ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６ 〃 クビ ２７．７�
５９ � ホットカフェ 牡６鹿 ５７

５４ ▲小島 太一西川 恭子氏 小島 太 門別 野島牧場 ４９８－１２１：３４．７クビ ２８．６	
２３ ピサノアリュメール 牝５青 ５５ 岩田 康誠市川 義美氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４８＋１８１：３５．０１	 １０．４

７１３� カワキタラプラタ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅川島 吉男氏 白井 寿昭 新冠 高瀬牧場 ４６８＋ ６１：３５．１
 ５２．９�
６１１ トーセンアダン 牡５栗 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４８± ０ 〃 クビ １４．４

（大井）

８１８� ウエスタンミリオン 牝４栗 ５５ 石橋 脩西川 賢氏 斎藤 宏 静内 北西牧場 ４８２＋２８１：３５．２
 ３５１．２�
７１４� ショウワインラヴ 牝４栗 ５５ 小林 淳一�昭和牧場 星野 忍 浦河 昭和牧場 ４３８＋ ６ 〃 クビ １２１．０�
１２ � カゼノユクエ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹喜田 啓照氏 岩城 博俊 門別 本間牧場 ４７８－ ２１：３５．３
 ６９．９�
８１６� ローレルハンバーバ 牡４黒鹿５７ 木幡 初広 �ローレルレーシング 矢野 進 静内 橋谷 折 ４６６－ ２１：３５．４
 ２０３．０�
６１２� ヒカルルージュ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春高橋 光氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 ４３４＋ ２１：３５．５
 ２８．８�
２４ � マジカルスター 牡４栗 ５７ 松岡 正海釘田 秀人氏 佐藤 吉勝 静内 石川牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ２６．２�
８１７ ユノブラッキー 牝４黒鹿５５ R．フラッド 細川祐季子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４２４－ ６１：３５．６クビ ３４．０�

（新嘉）

１１ ミヨノインパクト 牝５鹿 ５５ 郷原 洋司�関根商事 郷原 洋行 新冠 渕瀬フアーム ４８０＋ ６１：３６．０２
 １９７．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，９２４，９００円 複勝： ４３，９９３，９００円 枠連： ４７，２５５，７００円

普通馬連： １５５，３９４，７００円 馬単： １３７，３９９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，３７５，９００円

３連複： ２０５，８３１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ６６２，１７５，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � ５２０円 � １４０円 枠 連（４－７） １，６５０円

普通馬連 �� ３，８６０円 馬 単 �� ６，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ２４０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ４，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０９２４９ 的中 � ７８２５０（１番人気）
複勝票数 計 ４３９９３９ 的中 � １２０１３１（１番人気）� １３４５９（８番人気）� ９６９７１（２番人気）
枠連票数 計 ４７２５５７ 的中 （４－７） ２１２３０（６番人気）
普通馬連票数 計１５５３９４７ 的中 �� ２９７３２（１３番人気）
馬単票数 計１３７３９９０ 的中 �� １６７４１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１３７５９ 的中 �� ７８８６（１３番人気）�� ５３３７８（１番人気）�� ６３７０（１６番人気）
３連複票数 計２０５８３１５ 的中 ��� ３３０８８（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１２．０―１１．９―１１．３―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３４．７―４６．７―５８．６―１：０９．９―１：２１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルパシオン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 メイワパツサー デビュー ２００４．８．１５ 札幌３着

２００２．４．８生 牡５青鹿 母 スプライトパッサー 母母 サ ン サ ン ２６戦３勝 賞金 ５２，９７２，０００円
〔発走状況〕 ユノブラッキー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ユノブラッキー号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カシノトーマス号・ブレイブバニヤン号・マイネルパラシオ号
※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。



１４０５７ ６月２日 晴 良 （１９東京３）第５日 第９競走 ��
��１，３００�

か ま く ら

鎌 倉 特 別
発走１４時３０分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

２４ タータンフィールズ 牡５鹿 ５７ 武 豊後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 B４７４－１２１：１７．６ ３．２�

４７ ウィストラム 牝５鹿 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：１８．１３ １４．３�
５１０� イチライタッチ 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 ４９２－ ８１：１８．７３� １５．４�
８１５� チャレンジシチー 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ５０２± ０１：１８．８クビ ３６．９�
４８ ザップトウショウ 牝６鹿 ５５ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ １２５．０�
２３ タイセイハニー 牝４芦 ５５ 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４８６＋ ８１：１８．９クビ １３．０�
８１６ プライベートエリア 牡６黒鹿５７ 木幡 初広臼田 浩義氏 宗像 義忠 門別 日高大洋牧場 ４８６± ０１：１９．１１	 １９．０	
５９ トレトレジョリ 牝７鹿 ５５ 松岡 正海
�昭牧場 斎藤 誠 三石 三石川上牧場 ５３０－ ６ 〃 クビ ６．４�
７１４
 シュルードパーソン 牡６鹿 ５７ 北村 宏司 
ユートピア牧場 根本 康広 登別 ユートピア牧場 ４８６－ ６１：１９．２クビ １０６．６�
３５ � ヤマノルドルフ 牡６栗 ５７ 石橋 脩澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 B５６６＋ ８１：１９．５２ ８．６
３６ アルフィエーレ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀伊達 秀和氏 相沢 郁 門別 サンシャイン

牧場 ５０６＋ ２１：１９．７１	 ５５．３�
６１１ ダンシングホーク 牡８黒鹿５７ 田中 博康
サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ５０８－ ４ 〃 クビ １９７．５�
１２ トワイニングイモン 牡５鹿 ５７ 坂井 英光井門 敏雄氏 南田美知雄 浦河 富田牧場 ４５６＋ ６１：２０．３３� １４５．３�

（大井）

１１ � ビッグポパイ 牡４青鹿５７ 藤田 伸二幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 WinStar
Farm, LLC B４９８＋ ４１：２０．４クビ ３．１�

６１２� ミヤギノダンシング 牡８黒鹿５７ 高橋 智大菅原 光博氏 笹倉 武久 様似 清水スタッド ５０４＋ ２１：２０．５ ２８６．８�
７１３ ロードウィズダム 牡５鹿 ５７ 今野 忠成 �ロードホースクラブ 高木 登 森 笹川大晃牧場 ４８２－ ４１：２１．２４ １１３．０�

（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，８６２，４００円 複勝： ４９，５３５，７００円 枠連： ５０，３７２，５００円

普通馬連： ２０４，０６９，６００円 馬単： １４１，３５５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，４５４，０００円

３連複： １８７，３６６，７００円 ３連単： ４７５，１８７，４００円 計： １，１９１，２０４，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １８０円 � ３８０円 � ３７０円 枠 連（２－４） １，７７０円

普通馬連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ３，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ８３０円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� ８，１４０円 ３ 連 単 ��� ３３，１５０円

票 数

単勝票数 計 ３４８６２４ 的中 � ８６０５１（２番人気）
複勝票数 計 ４９５３５７ 的中 � ８８１３３（２番人気）� ３０６６７（６番人気）� ３１８７４（５番人気）
枠連票数 計 ５０３７２５ 的中 （２－４） ２１０４０（９番人気）
普通馬連票数 計２０４０６９６ 的中 �� ６６３６０（１０番人気）
馬単票数 計１４１３５５８ 的中 �� ２９２４２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８４５４０ 的中 �� １４３９７（１０番人気）�� １４７３７（９番人気）�� ５１６４（２７番人気）
３連複票数 計１８７３６６７ 的中 ��� １６９９３（２９番人気）
３連単票数 計４７５１８７４ 的中 ��� １０５７９（１０３番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．６―１１．２―１１．８―１２．１―１２．４―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．８―１７．４―２８．６―４０．４―５２．５―１：０４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タータンフィールズ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ベ リ フ ア デビュー ２００４．１１．１４ 京都１０着

２００２．６．１２生 牡５鹿 母 シマノシンシア 母母 ダウンチータ ２６戦４勝 賞金 ６９，４０７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 ヴァンジェーロ号・ヴィフォルテ号・オポテューニティ号・コウジンアルス号・シャイニングムーン号・

ナゲットニューズ号・プリンコックス号・ボーナスフィーバー号・マリットチャージ号・ランドベスト号
※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。



１４０５８ ６月２日 晴 良 （１９東京３）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�

しょうなん

湘南ステークス
発走１５時０５分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１５ マイケルバローズ 牡６鹿 ５７ 武 豊猪熊 広次氏 藤沢 則雄 様似 �村 伸一 ５０８－ ２１：３２．９ ８．８�

５１０� チ ョ ウ サ ン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４９２－ ４１：３３．０� ９．７�
７１４ ウエスタンクィーン 牝５黒鹿５５ 内田 博幸西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４３８－ ２１：３３．３１	 １３．９�

（大井）

３６ � メイショウトッパー 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４８２－ ４ 〃 ハナ １８．２�
８１６ トーセンテンショウ 牡８鹿 ５７ 藤田 伸二島川 �哉氏 田村 康仁 浦河 笠松牧場 ４５２＋ ６ 〃 クビ ４２．９�
４８ トウショウヴォイス 牡５黒鹿５７ 小林 淳一トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７６＋ ４１：３３．４クビ ２５．２	
２３ 
 タイキラファエロ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春
大樹ファーム 清水 美波 愛 H and Y

Bloodstock Co ５３０－ ４１：３３．５� ７．５�
５９ � トウキュウトップ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ６５．４�
７１３� コアレスパティオ 牝６鹿 ５５ 北村 宏司小林 昌志氏 成島 英春 平取 清水牧場 ４７４＋ ６ 〃 ハナ ７６．２
２４ アフリカンビート 牡５鹿 ５７ 小牧 太 
社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５０８－ ２１：３３．７１� ８．６�
８１７ グランプリオーロラ 牝６鹿 ５５ 勝浦 正樹北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４７０－ ２ 〃 アタマ ３５．８�
４７ � カ タ ナ 牡５栗 ５７ R．フラッド 首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５０６－ ８１：３３．８クビ ３．７�

（新嘉）

６１２� ヒシシンエイ 牝６黒鹿５５ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４８２＋ ６１：３４．２２� ５．２�
６１１ トラストセレビー 牡７鹿 ５７ 郷原 洋司菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ５４０＋ ４１：３４．３� １８１．３�
１１ 
 ホウショウルビー 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義芳賀 吉孝氏 領家 政蔵 米 Tokyo Thorough-

bred Bureau ５１６＋ ２１：３４．９３� ３１．６�
３５ � シンボリロッキー ７鹿 ５７ 田中 博康和田 啓子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ５１４＋ ２ 〃 ハナ ２９２．９�
１２ � マルカジーク 牡５黒鹿５７ 上村 洋行河長産業� 羽月 友彦 追分 追分ファーム ４７６－２０ 〃 クビ ２４．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４２，２５２，６００円 複勝： ６０，０１９，７００円 枠連： ６４，１７３，７００円

普通馬連： ２８６，７４６，７００円 馬単： １７４，２８９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，２４２，４００円

３連複： ２６１，２７０，７００円 ３連単： ５６４，０２５，６００円 計： １，５１６，０２１，０００円

払 戻 金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２９０円 � ３２０円 � ４２０円 枠 連（５－８） ２，６８０円

普通馬連 �� ４，３２０円 馬 単 �� ８，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３２０円 �� １，４２０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� １６，１８０円 ３ 連 単 ��� ８８，１４０円

票 数

単勝票数 計 ４２２５２６ 的中 � ３８０７４（５番人気）
複勝票数 計 ６００１９７ 的中 � ５７１６８（３番人気）� ４９７８６（５番人気）� ３６３２７（７番人気）
枠連票数 計 ６４１７３７ 的中 （５－８） １７７３７（１４番人気）
普通馬連票数 計２８６７４６７ 的中 �� ４９０４５（１７番人気）
馬単票数 計１７４２８９６ 的中 �� １５０９９（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３２４２４ 的中 �� １１８９８（１３番人気）�� １１０１３（１４番人気）�� ７１３７（２８番人気）
３連複票数 計２６１２７０７ 的中 ��� １１９２２（５３番人気）
３連単票数 計５６４０２５６ 的中 ��� ４７２３（２７８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．１―１１．７―１１．９―１１．２―１１．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．０―３４．１―４５．８―５７．７―１：０８．９―１：２０．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイケルバローズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Royal Academy デビュー ２００４．１．１０ 京都１着

２００１．５．６生 牡６鹿 母 トウヨウロイヤル 母母 オーミディア ２５戦６勝 賞金 １１５，７９２，０００円
※メイショウトッパー号は，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。



１４０５９ ６月２日 晴 良 （１９東京３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第１２回ユニコーンステークス（ＪｐｎⅢ）

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 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００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

３６ � ロングプライド 牡３鹿 ５６ 武 豊中井 敏雄氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ５０２± ０１：３６．９ ２．１�

４８ � フェラーリピサ 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 米 Sarum Farm ５０４＋ ５１：３７．０	 ２．８�
６１１� ナムラジョンブル 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８２－ ２１：３７．１
 ４６．５�
６１２� トーホウレーサー 牡３栗 ５７ 後藤 浩輝東豊物産� 川村 禎彦 新冠 松本 信行 ５１６＋１２１：３７．３１� １０．４�
２３ エスケーカントリー 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳木村 直樹氏 武市 康男 三石 萩澤 泰博 ４８６＋ ８１：３７．６２ ９２．２�
１１ � フォーミュラーワン 牡３栗 ５６ 内田 博幸芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 宮内牧場 ４２６± ０１：３７．７クビ ８９．８�

（大井）

５９ ディオスクロイ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 	サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２１：３７．９１
 ３３．９

１２ � グレイトフルタイム 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 	社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム ５２０＋ ４ 〃 ハナ ７７．１�
４７ � コマンドールクロス 牡３青鹿５６ 田中 博康 	サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ２１：３８．０	 ７３．９�
５１０� ステラパラダイス 牡３栗 ５６ 塚田 祥雄後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 ４７２± ０１：３８．１クビ ２１４．７
７１３ マイネルレーニア 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５１８＋１０１：３８．２
 ３４．３�
２４ �� シャドウストライプ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２６＋ ６ 〃 ハナ ６．６�
８１６ ロードクルーザー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４９８± ０ 〃 ハナ ９０．１�
８１５� ビードラスティック 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４３４＋ ２ 〃 クビ ８５．２�
７１４� コートユーフォリア 牡３栗 ５６ 石橋 脩前田 幸治氏 岡田 稲男 浦河 昭和牧場 ４８０－ ３１：４０．３大差 １６４．９�

（１５頭）
３５ � ドラゴンファイヤー 牡３栗 ５６ 田中 勝春窪田 康志氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６２－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １１０，３１５，９００円 複勝： １１７，７０５，４００円 枠連： １１２，８７６，７００円

普通馬連： ５１３，６７６，５００円 馬単： ３６８，１４０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１７，８８２，８００円

３連複： ３９５，００１，１００円 ３連単： １，０４３，３４４，６００円 計： ２，７７８，９４３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ４２０円 枠 連（３－４） ２８０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ８５０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ２，０３０円 ３ 連 単 ��� ５，２１０円

票 数

単勝票数 差引計１１０３１５９（返還計 ９６８１７） 的中 � ４３３９６２（１番人気）
複勝票数 差引計１１７７０５４（返還計１２８４５５） 的中 � ３８６８９７（１番人気）� ３１８０２２（２番人気）� ３６７０６（５番人気）
枠連票数 差引計１１２８７６７（返還計 ８２４６１） 的中 （３－４） ３０３２４１（１番人気）
普通馬連票数 差引計５１３６７６５（返還計１３０６３５６） 的中 �� １４７９１１６（１番人気）
馬単票数 差引計３６８１４０１（返還計９４０６２２） 的中 �� ５６４６２２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１１７８８２８（返還計２９９５８９） 的中 �� ２９４０９３（１番人気）�� ２６６４３（７番人気）�� ２０２９６（１０番人気）
３連複票数 差引計３９５００１１（返還計２００５４０２） 的中 ��� １４３６７４（４番人気）
３連単票数 差引計１０４３３４４６（返還計５２４５００９） 的中 ��� １４７９４１（１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．４―１２．８―１２．６―１２．２―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．０―３４．４―４７．２―５９．８―１：１２．０―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロングプライド �
�
父 サクラローレル �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００７．１．２８ 京都２着

２００４．３．３０生 牡３鹿 母 ム ゲ ン 母母 サンヨウアロー ５戦４勝 賞金 ７６，０２５，０００円
〔競走除外・発走状況〕 ドラゴンファイヤー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻

８分遅延。
シャドウストライプ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ドラゴンファイヤー号は，平成１９年６月３日から平成１９年７月２日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 アプローズヒーロー号・アルヴィス号・クリーン号・ゴールデンシャイン号・スクリーンヒーロー号・

スリープレスナイト号・タケデンヴィーナス号・ダノンムロー号・タンティモール号・トーセンアーチャー号・
ニードルポイント号・パープルストック号・ビクトリーテツニー号・ヒラボクオウショー号・マイネルアワグラス号・
マイネルクルーガー号・マコトスパルビエロ号・ミスターモナルコス号・ラインストーム号・レオエンペラー号・
ワンダフルドーラ号

※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２日 晴 良 （１９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 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４６ メジロバーミューズ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一�メジロ牧場 菊川 正達 伊達 メジロ牧場 ４８０－ ６１：３７．１ ８．２�

６１０ ミネルバサウンド 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�ターフ・スポート松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４５８－ ２１：３７．２� １７．８�
２３ パピヨンシチー 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４２２＋ ４ 〃 アタマ ３．９�
５９ � セプターレイン 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４５６－ ２１：３７．５２ ５．９�

（大井）

３４ � オメガエンドレス 牡５栗 ５７ 田中 勝春原 �子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：３７．６� ４．８�
２２ ウエスタンリジ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５２０± ０ 〃 ハナ ９２．４	
８１５� フレンチウォリアー 牡４鹿 ５７ 武 豊吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ５２０－ ６１：３７．７クビ ３．７

６１１ パ レ ス ド ン 牡５鹿 ５７ 江田 照男西村 豊氏 南田美知雄 平取 清水牧場 ５５６± ０ 〃 クビ ４１．９�
７１３� カネマサデューク 牡６黒鹿５７ 北村 宏司植田 忠司氏 嶋田 潤 門別 庫宝牧場 ４７８＋１０１：３７．８� ２４．０�
３５ � ニシノグレイシャ 牡７青鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４７８± ０１：３７．９	 ５５．３
５８ タイインテンスリー 牡４栗 ５７

５４ ▲田中 博康�名鯛興業 岩戸 孝樹 新冠 メイタイ牧場 ４７０＋ ４１：３８．２１	 ３０．１�
８１４
 ディスイズザライフ 牝４芦 ５５ 吉田 隼人飯田 政子氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８４－ ６１：３８．６２� ５３．０�
４７ 
� レッドスターライト 牝５鹿 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース沢 峰次 追分 追分ファーム B４５２－ ４１：３９．３４ ６７．６�
７１２
 エフテーコンコルド 牝５鹿 ５５

５２ ▲佐藤 聖也深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 B５１８＋ ２１：３９．６２ １１９．６�
１１ ロングチェイサー 牡７鹿 ５７ 小牧 太永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ５３０－ ７１：３９．９１	 １４２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４０，３１７，１００円 複勝： ５３，２２８，７００円 枠連： ５２，８２８，１００円

普通馬連： ２２８，３４０，６００円 馬単： １５２，４９４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，３３６，８００円

３連複： ２０９，８９８，１００円 ３連単： ５２４，７２８，５００円 計： １，３１６，１７２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２３０円 � ４３０円 � １６０円 枠 連（４－６） ４，０２０円

普通馬連 �� ５，７４０円 馬 単 �� １０，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４６０円 �� ５９０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ６，７４０円 ３ 連 単 ��� ５８，９７０円

票 数

単勝票数 計 ４０３１７１ 的中 � ３８９２８（５番人気）
複勝票数 計 ５３２２８７ 的中 � ５９７８２（５番人気）� ２５７１４（６番人気）� １１２９８４（１番人気）
枠連票数 計 ５２８２８１ 的中 （４－６） ９７０６（１７番人気）
普通馬連票数 計２２８３４０６ 的中 �� ２９４０８（１８番人気）
馬単票数 計１５２４９４３ 的中 �� １０３５８（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４３３６８ 的中 �� ８８７８（１６番人気）�� ２４１６６（６番人気）�� １０２６５（１３番人気）
３連複票数 計２０９８９８１ 的中 ��� ２３００４（２０番人気）
３連単票数 計５２４７２８５ 的中 ��� ６５６７（１６４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．４―１１．５―１２．３―１２．１―１２．４―１３．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２２．８―３４．３―４６．６―５８．７―１：１１．１―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロバーミューズ �
�
父 ア サ テ ィ ス �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００４．７．１８ 新潟６着

２００２．４．１０生 牝５鹿 母 メジロエバート 母母 メジロエニフ ２６戦４勝 賞金 ４９，５６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２０分に変更。
※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。



（１９東京３）第５日 ６月２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １９２頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
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

２５０，０５０，０００円
２５，６３０，０００円
７００，０００円
２，１９０，０００円
２７，２６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，３４８，５００円
５，９２１，８００円
１，９３９，２００円

勝馬投票券売得金
４３０，６７６，９００円
５３７，６２１，８００円
５４２，０４８，９００円
２，１０５，８４６，４００円
１，６９７，２８８，８００円
５２４，６１８，３００円
２，２０５，８３６，２００円
２，６０７，２８６，１００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 １０，６５１，２２３，４００円

総入場人員 ４０，１９７名 （有料入場人員 ３８，６３２名）




