
１４０６１ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６日 第１競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

６１２ テンエイルンルン 牝３栗 ５４ 福永 祐一熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
熊坂開発 B４６０± ０１：１９．４ １４．４�

１２ ジェイケイセラヴィ �３鹿 ５６ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４７４＋ ８１：１９．８２� ２．９�
４７ ノムクルーズ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４７８＋１２１：１９．９� ３４．８�
５９ ロングフォード 牡３栗 ５６ 鈴来 直人グレイドレーシング組合 勢司 和浩 静内 小倉 光博 ４８８ ―１：２０．１１� ２１８．６�
２４ セトノジェネシス 牡３栗 ５６ 赤木高太郎難波 澄子氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８０＋ ４１：２０．２� ２．６�
７１３�	 サルバドールボス 牡３栗 ５６ 松岡 正海則武 輝一氏 斎藤 宏 青森 坂下 栄蔵 ４９８－ ４ 〃 ハナ ７．２�
４８ キングロッチ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人高橋 文男氏 成島 英春 鵡川 エスティウィ

ンファーム ４６６－ ８１：２０．６２� ２８．３�
１１ 	 リッシンボス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小原 該一氏 菅原 泰夫 浦河 昭和牧場 ５１０＋１０ 〃 クビ １４．０	
７１４ イーサンラヴ 牝３青鹿５４ 安藤 勝己国本 勇氏 高橋 裕 門別 新井 弘幸 ４４６＋ ４１：２０．７クビ ８．３

５１０�	 ホッコーターゲット 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人矢部 幸一氏 松永 康利 宮城 遊佐 武俊 ４５０－１０１：２０．９１� ２７２．０�
３５ � デ ー ト 牝３栗 ５４ 田中 勝春小田切有一氏 矢野 進 三石 木下牧場 ４６８± ０１：２１．９６ １０１．８�
８１５� ローランドナルド 牡３栗 ５６ R．フラッド 斉藤 敏博氏 崎山 博樹 静内 須甲牧場 B４３２＋１０１：２２．１１� ５３．７

（新嘉）

２３ インサイドアウト 牡３栗 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ５１６ ―１：２２．８４ ２２４．７�
６１１ ツルガオカプリンス 牡３栗 ５６ 横山 典弘松本 兼吉氏 本間 忍 門別 古川 優 ４６２ ― 〃 ハナ １１６．２�
８１６ ミネノテンリュウ 牡３栗 ５６

５３ ▲佐藤 聖也小峰 清文氏 根本 康広 浦河 横山 浩司 ４７８ ― 〃 クビ ２６１．７�
３６ � レッドクローバー 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 博康松平 正樹氏 高橋 祥泰 門別 白井牧場 ４０６＋ ２１：２３．２２� ２６７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４０１，１００円 複勝： ２９，３９６，１００円 枠連： ３４，４２４，９００円

普通馬連： １０３，４３０，４００円 馬単： １０２，８４４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６９１，１００円

３連複： １４５，４０５，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４６７，５９３，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ３７０円 � １５０円 � ９６０円 枠 連（１－６） １，４９０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ５，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ４，３３０円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� ２３，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４４０１１ 的中 � １３３７０（６番人気）
複勝票数 計 ２９３９６１ 的中 � １８２１６（６番人気）� ７４０８２（２番人気）� ６０２７（８番人気）
枠連票数 計 ３４４２４９ 的中 （１－６） １７１０３（４番人気）
普通馬連票数 計１０３４３０４ 的中 �� ３９０９１（９番人気）
馬単票数 計１０２８４４２ 的中 �� １３５０６（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６９１１ 的中 �� ８２２９（１０番人気）�� １５３１（３０番人気）�� ２５９７（２５番人気）
３連複票数 計１４５４０５５ 的中 ��� ４５５５（５４番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．５―１２．０―１２．４―１２．６―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．８―２９．３―４１．３―５３．７―１：０６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンエイルンルン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００６．１１．１１ 福島１５着

２００４．２．２９生 牝３栗 母 ハピネスヒロイン 母母 パーソナルレター ７戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 キングオーサム号・コアレススイフト号・タイセイハヤテ号・テンジンミナトオー号・ナスノオスカー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１４０６２ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６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

３６ � マイネルデュベル 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 門別 大江牧場 ５１０＋１６１：３９．０ ２．６�

７１４� ヤマタケフレッシュ 牡３鹿 ５６ 池田 鉄平山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４７０－ ６１：３９．５３ ４５．５�
８１６� セイウンヒーロー 牡３栗 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Jayeff ”B”

Stables ４６０＋ ８１：３９．９２	 ２．８�
４８ � ウインデューク 牡３黒鹿５６ 川田 将雅�ウイン 田中 清隆 静内 千代田牧場 ４２８± ０１：４０．２１
 ９６．１�
５９ � バトルルビー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣宮川 秋信氏 矢作 芳人 三石 片山 修 ４８２＋ ２１：４０．３	 ５０．６�
７１３� レオタツオー 牡３鹿 ５６ 江田 照男�レオ 加藤 和宏 浦河 江谷 重雄 ４６６＋ ４ 〃 クビ ５．４�
１１ � スマートクルーズ 牡３青鹿５６ 福永 祐一大川 徹氏 畠山 吉宏 米 Kim Nardelli &

Rodney Nardelli ５１６－ ２１：４０．４	 １４．７	
５１０ オウシュウコジーン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人西村 專次氏 清水 英克 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４９６± ０１：４０．５	 １０９．１

４７ コールトゥアーミー 牡３鹿 ５６ 高山 太郎西森 鶴氏 佐藤 全弘 門別 碧雲牧場 ４４４＋ ６１：４０．６クビ ６１．３�
１２ � ローリングソバット 牡３鹿 ５６ 木幡 初広鶴見 隆士氏 久保田貴士 静内 西村 和夫 ４６８＋１０ 〃 ハナ ２１．３�
３５ � イエローファイト 牝３栗 ５４ 内田 博幸古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４７０± ０１：４０．８１	 ２２．３

（大井）

６１１ ビッグクィーン 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 北星村田牧場 ４４４＋ ２１：４１．１１
 ２９．５�
２３ � タイセイオスカー 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥田中 成奉氏 菊川 正達 門別 碧雲牧場 ４６２－ ４１：４１．４２ ２２．９�
８１５ ナイキヴィゴラス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介小野 誠治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 B４３４－１２１：４１．８２	 ２２２．３�
２４ � シルクザイオン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治有限会社シルク中野渡清一 三石 タツヤファーム ４４４ ―１：４４．２大差 １１９．１�
６１２� キャプテンジロー �３栗 ５６ 穂苅 寿彦松本 潤一氏 和田 正道 静内 田原安田牧場 ４８６－ ６１：４４．４１	 ２６５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２６１，７００円 複勝： ２７，０３７，３００円 枠連： ３１，２２０，２００円

普通馬連： １０１，０４８，４００円 馬単： ９７，１９３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４６８，５００円

３連複： １３５，８５９，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４４７，０８８，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ７４０円 � １５０円 枠 連（３－７） ５９０円

普通馬連 �� ６，１２０円 馬 単 �� ９，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７２０円 �� ２５０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� ７，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６２６１７ 的中 � ８０４４１（１番人気）
複勝票数 計 ２７０３７３ 的中 � ６５７０９（１番人気）� ５９５７（１１番人気）� ５６７５２（２番人気）
枠連票数 計 ３１２２０２ 的中 （３－７） ３９２０８（２番人気）
普通馬連票数 計１０１０４８４ 的中 �� １２１８７（２０番人気）
馬単票数 計 ９７１９３５ 的中 �� ７８４８（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４６８５ 的中 �� ３６６８（２１番人気）�� ３４３２３（１番人気）�� ２１７８（３４番人気）
３連複票数 計１３５８５９０ 的中 ��� １２７０６（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．６―４８．０―１：００．９―１：１３．５―１：２６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
３ ・（５，６）９（１，２，８，１４）（１１，１５，１６）（７，１３）（３，１０）１２－４ ４ ・（５，６）９（１，１４）（２，８）（７，１１，１６）（１３，１５）１０（３，１２）４

勝馬の
紹 介

�マイネルデュベル �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００７．３．１０ 中山４着

２００４．３．２５生 牡３栗 母 デ モ ン リ ー 母母 Qui Royalty ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔発走状況〕 オウシュウコジーン号は，左前肢落鉄。発走時刻４分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクザイオン号・キャプテンジロー号は，平成１９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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 デルマチャールズ号
（非抽選馬） ５頭 オートスピリット号・カシノテンカ号・コスモエスパース号・ビコーポシブル号・マイダーリング号
※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。



１４０６３ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６日 第３競走 ��２，０００�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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

３６ � スタリオンシチー 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 静内 出羽牧場 ５２４＋ ４２：０３．２ ４．３�

４７ ブランニューデイズ 牡３芦 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８２：０３．６２� ３．３�
７１３ ヒ エ ン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝中村 政勝氏 松永 康利 青森 明成牧場 ５２８＋２０２：０３．７� １８．４�
６１２� シルクタフネス �３黒鹿 ５６

５５ ☆塚田 祥雄有限会社シルク国枝 栄 静内 千代田牧場 ４３４－ ８２：０４．０１� １１６．０�
４８ �� グランデスピリッツ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義増田 雄一氏 小西 一男 平取 北島牧場 ４４６± ０２：０４．２１ ５．８�
３５ � メジロアルタイス 牡３芦 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１８＋ ４ 〃 クビ ３．４	
２３ � ヒカルオンリーワン �３鹿 ５６ 藤田 伸二高橋 光氏 小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０ ―２：０４．３� １８．１

２４ � アーバンスイーツ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸臼田 浩義氏 清水 利章 新冠 村田牧場 ４６６－ ２２：０４．５１ １８．８�

（大井）

５１０� リバーアンダルシア 牡３栗 ５６ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 丹羽牧場 ４８０－ ２２：０４．６� １１３．６�
７１４� コスモノーティー 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 田 研二 静内 岡田スタツド ４５０＋ ２ 〃 ハナ ６９．６�
８１６� エドノエスポワール 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人遠藤 喜松氏 高橋 義博 三石 沖田 忠幸 ４８０＋ ２２：０５．３４ ５５．１�
６１１� マドリードシチー 牡３栗 ５６ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 中野渡清一 浦河 上山牧場 ４３２－ ８２：０５．４� ２０６．２�
１２ �� トーセンメゴヒメ 牝３鹿

５４
５３ ☆大野 拓弥島川 �哉氏 鈴木 勝美 浦河 日優牧場 ４７６－ ８２：０５．６１� １０７．２�

１１ � ネ ラ イ ダ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠田中 晴夫氏 藤原 辰雄 門別 本間牧場 ４８０ ―２：０５．９１� ６６．０�
５９ � ユキノハナグルマ 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介柏木 務氏 二本柳俊一 三石 山口 忠彦 ４４０＋ ６ 〃 クビ ３０９．２�
８１５� スガノハウス 牡３鹿 ５６ 岩部 純二菅原光太郎氏 山田 要一 三石 沖田 哲夫 ４６４ ―２：０６．３２� ７６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，９５４，２００円 複勝： ３１，３００，４００円 枠連： ３９，００５，２００円

普通馬連： １１１，４１６，４００円 馬単： １０５，５５１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，４６１，２００円

３連複： １４９，９９８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４９６，６８８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � ５４０円 枠 連（３－４） ２００円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １，２７０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ５，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８９５４２ 的中 � ５３１３９（３番人気）
複勝票数 計 ３１３００４ 的中 � ４４９０４（４番人気）� ６２１５４（２番人気）� １１４７５（７番人気）
枠連票数 計 ３９００５２ 的中 （３－４） １４４６１７（１番人気）
普通馬連票数 計１１１４１６４ 的中 �� １０２６６０（２番人気）
馬単票数 計１０５５５１９ 的中 �� ３９７７６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０４６１２ 的中 �� １９３２５（５番人気）�� ５６９２（１３番人気）�� ５１２６（１５番人気）
３連複票数 計１４９９９８７ 的中 ��� ２０３１２（１６番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．２―１２．２―１２．５―１２．８―１２．９―１２．６―１１．３―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．５―３７．７―５０．２―１：０３．０―１：１５．９―１：２８．５―１：３９．８―１：５１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

�スタリオンシチー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Dolphin Street デビュー ２００７．３．４ 中山２着

２００４．２．１生 牡３栗 母 シロヤマチェイス 母母 Senane ４戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 マドリードシチー号・ユキノハナグルマ号は，平成１９年７月３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。



１４０６４ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６日 第４競走 ��
��２，５００�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

２：２９．８
２：２９．５

良

良

１２ � スターマップ 牡３鹿 ５６ 田中 剛山本 武司氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８４± ０２：３５．０ ２．８�

２３ �� ジョウテンダーク 牡３青鹿５６ 藤田 伸二田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４７６± ０２：３５．６３� ６．９�

１１ グランドメロー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 ４８８± ０２：３５．８１ ３．６�
８１８�� エプソムプライマリ 牡３栗 ５６

５５ ☆大野 拓弥 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 平井 雄二 三石 前川 隆則 ４６８－ ８２：３６．３３ １３．５	

６１２� マイネルソルダネラ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 平井 雄二 門別 碧雲牧場 ４６４＋ ６２：３６．５１ ２１．６


３５ � サンベルナール 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新冠 斉藤 安行 ４４２＋ ６２：３６．７１	 ３０．６�

７１５� シルクカクテル 牡３黒鹿５６ 嘉藤 貴行有限会社シルク田中 清隆 新冠 中地 茂美 ４４４＋ ４２：３６．９１	 ４３．０�
５９ � マイセンシチー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 青森 佐々木 正 ４２２＋ ４２：３７．０
 １８．２
４８ � マールロッソ 牝３栗 ５４

５１ ▲佐藤 聖也桐谷 茂氏 加藤 和宏 三石 田上 稔 ４６４＋ ２２：３７．１� １８６．２�
７１４ テンジンカズトヨ 牡３黒鹿５６ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 B４５２－ ６ 〃 アタマ １７４．７�
４７ オンワードアリーテ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４７０＋ ２２：３７．２クビ ２８．８�
６１１� スマートシガー 牡３黒鹿５６ R．フラッド 大川 徹氏 畠山 吉宏 米

Marvin Delfiner,
Ted Folkerth &
Brookdale

４７２＋ ２２：３８．７９ ４７．３�
（新嘉）

２４ � ゴールドジェット 牡３青鹿５６ 蛯名 正義居城 要氏 成島 英春 新冠 北勝ファーム ４６６± ０２：３８．８クビ ３０．６�
８１６ ハワイアンボーイ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�グランド牧場 柴田 政人 静内 グランド牧場 ４２０－ ２２：３９．１２ １６３．７�
３６ � ケージーアロー 牡３栗 ５６ 津村 明秀川井 五郎氏 斎藤 誠 三石 松本牧場 ５２６± ０２：３９．２
 １９６．４�
８１７� サーフライダー 牡３鹿 ５６

５５ ☆塚田 祥雄松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 日優牧場 ４９０－ ２２：３９．８３� １４６．２�
５１０� グラスゾーン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸半沢� 尾形 充弘 門別 碧雲牧場 ４１０＋ ２２：４１．４１０ ８．２�

（大井）

７１３ コスモトロン 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲田中 博康�� 義�氏 斎藤 宏 平取 高橋 啓 ４７６± ０２：４３．６大差 １３９．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，０００，４００円 複勝： ２９，４２８，８００円 枠連： ３８，４８８，５００円

普通馬連： １０３，１４０，９００円 馬単： ９７，９４２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，３６９，６００円

３連複： １４７，７６３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４７１，１３３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（１－２） ４９０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２５０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４０００４ 的中 � ６８３２３（１番人気）
複勝票数 計 ２９４２８８ 的中 � ８７０７０（１番人気）� ３０８７７（３番人気）� ５３４６９（２番人気）
枠連票数 計 ３８４８８５ 的中 （１－２） ５８５０１（１番人気）
普通馬連票数 計１０３１４０９ 的中 �� ８０３３７（２番人気）
馬単票数 計 ９７９４２４ 的中 �� ４５９２３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０３６９６ 的中 �� １８９７５（２番人気）�� ３４４０９（１番人気）�� １０６５２（５番人気）
３連複票数 計１４７７６３２ 的中 ��� ９９０８９（１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１１．７―１３．０―１２．８―１２．２―１２．５―１２．５―１２．３―１２．２―１１．７―１２．６―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．６―３０．３―４３．３―５６．１―１：０８．３―１：２０．８―１：３３．３―１：４５．６―１：５７．８―２：０９．５―２：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�スターマップ �
�
父 エアスマップ �

�
母父 Youth デビュー ２００６．７．２３ 新潟６着

２００４．５．２３生 牡３鹿 母 ル ゼ ッ ト 母母 Eletrizada １２戦１勝 賞金 １５，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラスゾーン号・コスモトロン号は，平成１９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〕 ケージーアロー号は，平成１９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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ジャンピングスター号
※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。



１４０６５ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・左）

牝，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

５９ � ワルキューレ 牝３青 ５４ 北村 宏司岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 ４７２－ ６１：３４．１ ４４．６�

４８ ジョウノガーベラ 牝３栗 ５４ 田中 勝春小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４６４＋ ２１：３４．４１� ３．０�
５１０� コスモリリー 牝３栗 ５４ R．フラッド �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 向別牧場 ４０６＋ ２１：３５．０３� ４７．５�

（新嘉）

６１２�� ユメノツヅキヲ 牝３黒鹿
５４
５３ ☆大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日田牧場 ４３６± ０１：３５．２１� １８．２�

８１８� ロコロンドン 牝３栗 ５４ 秋山真一郎堤 賢一氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４４６＋ ６ 〃 ハナ ２１．８�
７１５�� エイワンキセキ 牝３青鹿５４ 横山 典弘荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４６８＋ ６ 〃 クビ ３．１�
８１７� コスモフライハイ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 三石 前田 宗将 ４９２＋１０１：３５．４１ ２７．５	
６１１� チャイニーズフレア 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２１：３５．５クビ １５．１

３５ � スペシャルフロート 牝３鹿 ５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ４．８�
７１４ アルコイリス 牝３芦 ５４ 福永 祐一中村 政勝氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４５８＋ ６１：３６．１３� ３５．３�
１２ シーズアレディ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４５６＋ ４１：３６．２� ３０２．５
８１６� アキクサクイン 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４３２＋ ８１：３６．４１� ３０．９�
４７ ファディスタ 牝３鹿 ５４

５３ ☆塚田 祥雄 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４９８－ ２ 〃 ハナ ６３．４�

２４ ヤマノミライ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊澤村 敏雄氏 加賀 武見 様似 北澤 正則 ４３８＋ ６ 〃 クビ １６１．１�
１１ ア ヤ メ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅 �ローレルレーシング 矢野 照正 門別 白井牧場 ４７２－ ４１：３６．６１ ７３．７�
７１３�� ハーバルパフューム 牝３栗 ５４ 内田 博幸中島 稔氏 久保 与造 門別 インターナシヨナル牧場 ４３０－ １１：３６．８１ ２６６．２�

（大井） （大井）

３６ � シュウザンウィーク 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４４２＋ ４１：３７．０１� ３３．１�
２３ �	 センノダンサーズ 牝３黒鹿５４ 伊藤 直人浅野 正敏氏 小林 常泰 三石 田上 稔 ４３６－ ８１：３７．６３� ２０３．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，１７０，７００円 複勝： ３５，０４３，５００円 枠連： ３６，８１７，３００円

普通馬連： １２３，３０３，３００円 馬単： １１６，１３６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，５８２，３００円

３連複： １７０，０１０，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５４４，０６３，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４，４６０円 複 勝 � １，０２０円 � １６０円 � ８４０円 枠 連（４－５） ２，３６０円

普通馬連 �� ５，６００円 馬 単 �� １３，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� １０，３７０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ４３，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８１７０７ 的中 � ４９８７（１１番人気）
複勝票数 計 ３５０４３５ 的中 � ７１４３（１２番人気）� ８４２１７（２番人気）� ８９０２（１１番人気）
枠連票数 計 ３６８１７３ 的中 （４－５） １１５５４（１１番人気）
普通馬連票数 計１２３３０３３ 的中 �� １６２７３（２１番人気）
馬単票数 計１１６１３６３ 的中 �� ６１９２（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４５８２３ 的中 �� ４０７７（２４番人気）�� ８０５（７１番人気）�� ４２２９（２３番人気）
３連複票数 計１７００１００ 的中 ��� ２８９３（１２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．６―３５．２―４６．８―５８．５―１：０９．８―１：２１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワルキューレ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００６．７．１５ 新潟２着

２００４．４．２５生 牝３青 母 キョウエイセオリー 母母 アップザアパラッチ ６戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
※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） ６頭 コウヨウアイリーン号・シュガータイム号・ビーアデビル号・マイネカンナ号・マイネシャンゼリゼ号・

ラスカーラ号
※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。



１４０６６ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時５０分 （ダート・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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１２ オースミナイス 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠�オースミ 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４８２＋ ２１：３７．７ ４．０�

７１４� デジデーリオ 牡５鹿 ５７ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：３８．３３� １３．４�
６１１�	 リトルプリンス 牡７栗 ５７ 川田 将雅�ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４５８± ０１：３８．７２� ３３．３�
５１０� エイワンタッチ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸荒木 誠氏 高市 圭二 門別 藤本 直弘 ５２４＋ ４１：３８．９１
 ２．６�

（大井）

８１５� ギャラクシーキッド 牡４芦 ５７ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 B４４２± ０ 〃 アタマ ２２．０�
１２ � ヒカルジェイエ �５栗 ５７ 田中 勝春�橋 京子氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４９０－ ８１：３９．０クビ ３０．４	
２３ 	 マ イ ボ ー イ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司神林 幸一氏 小西 一男 三石 加野牧場 ４７４－ ８ 〃 ハナ １３０．１

３５ �	 ビクトリアサンデー 牝５栗 ５５ 松岡 正海水谷 精吾氏 斎藤 誠 新冠 早田牧場新

冠支場 ４３４＋ １ 〃 ハナ ７９．３�
８１６	 ユキノファラオ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀井上 基之氏 清水 英克 静内 フジワラフアーム B４９８＋ ６１：３９．３１� １４９．７�
５９  スイートローレライ 牝４芦 ５５ 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada ４７４± ０ 〃 ハナ ８．０
４８ � シンボリプロキオン 牡４栗 ５７

５４ ▲田中 博康シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０８＋ ８ 〃 ハナ １７．５�
１１  デュアルプロセッサ 牡４鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star

Equine, Inc ４６４－ ２ 〃 ハナ ５．９�
４７ オリエンタルバード �５黒鹿５７ 後藤 浩輝棚網るみ子氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド B４７６＋１２１：３９．８３ ３０．５�
２４ 	 ラプラシアン 牝４栗 ５５ 鮫島 良太小池 宗人氏 国枝 栄 静内 タイヘイ牧場 ４６８＋ ２１：４０．６５ １３９．６�
３６ 	 クオーターバック 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ５００＋ ６１：４０．７� ９３．８�
７１３	 リネンミサイル 牡４栗 ５７ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 モリナガファーム ４９８＋ ２１：４１．６５ ３２６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，９９５，７００円 複勝： ３３，４３０，３００円 枠連： ３６，９７７，３００円

普通馬連： １２６，１７１，４００円 馬単： １１３，８０９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，９９８，７００円

３連複： １５８，８０２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５３１，１８４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２００円 � ３２０円 � ７３０円 枠 連（６－７） ２，４３０円

普通馬連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� １，７１０円 �� ３，５３０円

３ 連 複 ��� ２１，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８９９５７ 的中 � ５７９１０（２番人気）
複勝票数 計 ３３４３０３ 的中 � ５２６５０（２番人気）� ２７４３４（５番人気）� １００９５（１０番人気）
枠連票数 計 ３６９７７３ 的中 （６－７） １１２４５（１０番人気）
普通馬連票数 計１２６１７１４ 的中 �� ２９３７９（１３番人気）
馬単票数 計１１３８０９１ 的中 �� １５６２４（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２９９８７ 的中 �� ７７７１（１３番人気）�� ４７４７（２１番人気）�� ２２４９（３７番人気）
３連複票数 計１５８８０２３ 的中 ��� ５３７５（６２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．３―１２．１―１２．４―１２．２―１２．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．０―４７．１―５９．５―１：１１．７―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミナイス �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００５．２．１２ 京都８着

２００２．４．１０生 牡５黒鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition １９戦２勝 賞金 １８，０４０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 リネンミサイル号は，平成１９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。
（非抽選馬） ５頭 スナークオリオン号・トーアキンボシ号・ニシノアレックス号・ブルーポラリス号・リックチョモランマ号
※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。



１４０６７ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６日 第７競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

６１１ ウイドーハンター 牡４鹿 ５７ 武 豊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８８± ０２：２６．４ ４．７�

１１ � ナスノハツカゼ 牡４青鹿５７ 内田 博幸�須野牧場 平井 雄二 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ２．７�

（大井）

７１２ クラヴィーア 牡４栗 ５７ 田辺 裕信 �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 ４４８＋ ４２：２６．５� ７１．８�

３４ �	 クロスビスティー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣ビスティーズホース
ユニオン 大江原 哲 静内 静内酒井牧場 ４７８－ ２２：２６．９２
 ２７．６�

４７ � ジュンノホープ 牡４鹿 ５７ 竹之下智昭國分 純氏 高橋 義博 門別 原口 圭二 ４３８＋ ２ 〃 ハナ １６．５�
２２ シルクバッカス 牡５黒鹿５７ 田中 勝春有限会社シルク河野 通文 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８４＋ ４２：２７．２２ １０．９	
４６ � パルエクスプレス 牡５黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 平井 雄二 静内 ビツグレツドフアーム ４９２＋ ２２：２７．４１ ９．７

２３ � ロイバーブリング 牡４鹿 ５７ 松岡 正海村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 ４８０± ０２：２７．５� ５０．９�
３５ マイネルシルバート 牡５青鹿 ５７

５４ ▲田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム ４８６＋ ２２：２８．４５ １３６．５�

７１３ シ ャ ラ ポ ワ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二堤 賢一氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ ６．７
８１４� ツリーオブライフ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース坂本 勝美 千歳 社台ファーム B５４４＋ ６２：２８．７１� ３０．９�
６１０�� カンファーマックス �５青鹿５７ 武士沢友治奥村 清晴氏 石栗 龍彦 早来 田口 廣 ４８８－ ２２：２８．８
 ８０．８�
５９ ホーネットアーミー �５黒鹿５７ 石橋 脩 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４８８＋１０２：２８．９� １０６．２�
５８ �	 トーセンクルーズ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝島川 �哉氏 佐々木亜良 浦河 上山牧場 B４７８＋ ２２：２９．３２
 ７．４�

（１４頭）
８１５� スナークコンコルド 牡５黒鹿５７ 福永 祐一杉本仙次郎氏 嶋田 潤 門別 大江牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３２，４９２，３００円 複勝： ４２，８６５，５００円 枠連： ３６，２４３，４００円

普通馬連： １４９，１３２，６００円 馬単： １２７，１１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，７４９，４００円

３連複： １８７，０１９，９００円 ３連単： 発売なし 計： ６１３，６１６，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １，４１０円 枠 連（１－６） ７２０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ４，５２０円 �� ３，０７０円

３ 連 複 ��� １４，６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ３２４９２３（返還計 ８７） 的中 � ５５６２５（２番人気）
複勝票数 差引計 ４２８６５５（返還計 １１５） 的中 � ５６５９０（３番人気）� １１２８５５（１番人気）� ５２３６（１２番人気）
枠連票数 差引計 ３６２４３４（返還計 １４） 的中 （１－６） ３７６２３（２番人気）
普通馬連票数 差引計１４９１３２６（返還計 ３４３） 的中 �� １４２５４１（１番人気）
馬単票数 差引計１２７１１３６（返還計 ３３４） 的中 �� ５１９０３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３８７４９４（返還計 １６１） 的中 �� ３１５５０（１番人気）�� １９４７（４５番人気）�� ２８８３（３４番人気）
３連複票数 差引計１８７０１９９（返還計 ７０３） 的中 ��� ９４５１（５０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．６―１１．８―１１．７―１２．３―１３．１―１２．６―１２．５―１１．９―１２．０―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�
１２．８―２３．９―３５．５―４７．３―５９．０―１：１１．３―１：２４．４―１：３７．０―１：４９．５―２：０１．４―２：１３．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウイドーハンター �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１０．２ 阪神１着

２００３．５．１２生 牡４鹿 母 ペンタルビー 母母 ホーセンルビー ４戦２勝 賞金 １５，１４０，０００円
〔出走取消〕 スナークコンコルド号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ジュンノホープ号の騎手竹之下智昭は，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７０，０００円。
※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。



１４０６８ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （芝・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

２４ � ワイキューブ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠原 �子氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４４０± ０１：２２．１ ４．５�

７１３� キラリダイヤモンド 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲田中 博康 �社台レースホース秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：２２．２クビ ３５．８�

６１１ ハイビスカス 牝５黒鹿５５ 内田 博幸荒井 壽明氏 和田 正道 門別 サンシャイン
牧場 ４８２－ ４ 〃 ハナ ３５．４�

（大井）

８１８ ノーザンスター 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥�ターフ・スポート石栗 龍彦 三石 土田農場 ４７０＋ ８ 〃 ハナ ２８．７�
５９ グロリアスアーチ 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆塚田 祥雄飯田 政子氏 尾形 充弘 静内 千代田牧場 ４５６＋ ４ 〃 ハナ ２７．３�
８１７ ノットユアビジネス 牝５鹿 ５５ 江田 照男諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ６１：２２．４１� ５．７�
４７ エリモファイナル 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４６８－ ６ 〃 クビ １２．１	
８１６� プ ジ ュ リ 牝４栗 ５５ 福永 祐一長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４４６－ ８１：２２．５� ２１．２

７１５�	 エイワジョリー 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹永井公太郎氏 菊川 正達 静内 山際 智 ４６８－ ６１：２２．６クビ １９．４�
３６ ウ ス イ 牝４鹿 ５５ 鈴来 直人中村 政勝氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４６８＋１６ 〃 アタマ ７６．５�
１１ エアマグダラ 牝４栗 ５５ 横山 典弘 ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６８＋２４ 〃 ハナ ２．６�
６１２ テンイムホウ 牝５鹿 ５５ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６４＋ ２１：２２．７� ２４．７�
３５ ヤマニントゥドロワ 牝６芦 ５５

５２ ▲池崎 祐介土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４０６± ０１：２２．８
 １７１．０�
１２ マイネルーシッド 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 静内 ビツグレツドフアーム ４０２＋ ２ 〃 ハナ ８８．９�
４８ ステキナブロンコ 牝７芦 ５５

５４ ☆大野 拓弥牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 斉藤 英 B４５８－ ２ 〃 ハナ ４３．９�
５１０� レオフォーレンス 牝６鹿 ５５ 岩部 純二レオ 萱野 浩二 浦河 江谷 重雄 ４８０＋２２１：２２．９� １７７．７�
２３ � レインボーロマンス 牝６鹿 ５５ 石神 深一 �賀張中川牧場 佐々木亜良 門別 賀張中川牧場 ４５６－ ４１：２３．０� ３６．２�
７１４ クイックセイコー 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４５２－ ２１：２３．１
 ２２．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４１，０９９，３００円 複勝： ４８，３０７，８００円 枠連： ６０，１６２，１００円

普通馬連： ２０１，９９５，１００円 馬単： １６４，６１４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，５８６，９００円

３連複： ２５３，０９７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ８１９，８６２，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ８３０円 � ９６０円 枠 連（２－７） １，３９０円

普通馬連 �� ７，４９０円 馬 単 �� １１，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１２０円 �� ２，６１０円 �� １０，１６０円

３ 連 複 ��� ７９，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ４１０９９３ 的中 � ７２０３８（２番人気）
複勝票数 計 ４８３０７８ 的中 � ８４７３９（２番人気）� １３２３３（１２番人気）� １１２８６（１４番人気）
枠連票数 計 ６０１６２１ 的中 （２－７） ３２１１３（７番人気）
普通馬連票数 計２０１９９５１ 的中 �� １９９０９（２８番人気）
馬単票数 計１６４６１４６ 的中 �� １０３５３（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０５８６９ 的中 �� ５９４１（２５番人気）�� ４７９６（３３番人気）�� １２０５（９２番人気）
３連複票数 計２５３０９７１ 的中 ��� ２３５３（２１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１１．８―１１．９―１１．４―１０．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３５．９―４７．８―５９．２―１：１０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．３
３ １３，７（４，１１）（６，１５）（１，１０，１６）２（３，１８）（５，９）（８，１２）（１７，１４） ４ １３，７（４，１１）（６，１５，１８）（１，２，１０，１６）（３，１２）（５，９）（１７，８，１４）

勝馬の
紹 介

�ワイキューブ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．９．１９ 阪神１着

２００３．３．１８生 牝４栗 母 エレガントフライ 母母 アンカースティーム １１戦３勝 賞金 ４２，２９１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時５５分に変更。
〔制裁〕 キラリダイヤモンド号の騎手田中博康は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 クリノビスケット号・シャドウムーン号・ツルマルオトメ号・ローリーポーリー号
※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。



１４０６９ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６日 第９競走 ��
��１，４００�

しゃくやく

芍 薬 賞
発走１４時２５分 （ダート・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

６１１� アグネスカルミア 牝３黒鹿５４ 福永 祐一渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Fred M. Allor B４７８＋１３１：２５．１ ４３．３�

３６ � カロンセギュール 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-
mas/Lakin/Kintz） ４４０＋ ６１：２５．９５ １８．１�

５９ � ブライトロジック 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 追分 追分ファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ １．８�

４７ � セイコースペシャル 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 ４７４＋ ４１：２６．０	 ６．５�
２４ イノチノアカリ 牝３栗 ５４ 武 豊小林 祥晃氏 武 邦彦 静内 服部 牧場 ４４０－ ２１：２６．４２	 １２．７�
４８ 
 ラブストラック 牝３栗 ５４ 北村 宏司堀 紘一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４ 〃 クビ ５３．５�
８１５�
 ウィンエース 牡３黒鹿５６ 佐藤 聖也日浦 桂子氏 根本 康広 新冠 川上 悦夫 ４２２＋ ４１：２６．５クビ ４１９．６	
８１６ ベルモントエアロ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 
ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント

ファーム ４７４＋ ６ 〃 ハナ ５２．９�
１１ スイートフィズ 牝３芦 ５４ 横山 典弘シンボリ牧場 奥平 雅士 千葉 シンボリ牧場 ４９４＋１０１：２６．６クビ １１．２�
５１０ ダイレクトパス 牡３青鹿５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４４６＋ ２１：２６．７� １５．５

（大井）

３５ マイネルカンターレ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモビューファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ４３．５�

１２ バトルスクワート 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二宮川 秋信氏 野村 彰彦 えりも 能登 浩 ４６０＋ ２１：２６．８	 １９．３�
２３ � チアズグローリー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠北村キヨ子氏 白井 寿昭 米 WinStar

Farm, LLC ４８０＋ ６ 〃 アタマ ３６．５�
７１４ ピンククラウド 牝３鹿 ５４ 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 静内 桜井牧場 ５１０＋ ６１：２８．２９ ２１１．９�
６１２
 マ ル チ ナ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治重松 國建氏 西塚 安夫 浦河 福岡 広行 ４７２－２０１：２８．３クビ １３６．０�
７１３� シンボリハイドン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４７４＋ ２１：２９．３６ １４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，２５４，５００円 複勝： ５４，２２８，９００円 枠連： ５５，３２７，３００円

普通馬連： ２２９，７６５，４００円 馬単： １６３，０８９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，２４９，９００円

３連複： １９７，８５５，５００円 ３連単： ４８６，６４７，２００円 計： １，２８５，４１８，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４，３３０円 複 勝 � ６６０円 � ３８０円 � １２０円 枠 連（３－６） ８，９８０円

普通馬連 �� ２４，６８０円 馬 単 �� ５９，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，８６０円 �� １，１３０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １４，０７０円 ３ 連 単 ��� １６１，０６０円

票 数

単勝票数 計 ４５２５４５ 的中 � ８２３８（１０番人気）
複勝票数 計 ５４２２８９ 的中 � １４５９６（１０番人気）� ２８６２１（７番人気）� １８８７３４（１番人気）
枠連票数 計 ５５３２７３ 的中 （３－６） ４５５１（２４番人気）
普通馬連票数 計２２９７６５４ 的中 �� ６８７３（５４番人気）
馬単票数 計１６３０８９９ 的中 �� ２０１２（１１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３２４９９ 的中 �� ２５５３（５０番人気）�� １１６２７（９番人気）�� ２１６６３（７番人気）
３連複票数 計１９７８５５５ 的中 ��� １０３８０（４４番人気）
３連単票数 計４８６６４７２ 的中 ��� ２２３０（４１７番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１２．２―１２．６―１２．１―１２．３―１２．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アグネスカルミア �
�
父 Came Home �

�
母父 Shotiche デビュー ２００７．２．１１ 京都４着

２００４．３．５生 牝３黒鹿 母 Morning Star 母母 Little Star Vicky ４戦１勝 賞金 １２，１８７，０００円
［他本会外：２戦１勝］

※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 アイアムレギュラー号・アイファーチヨオー号・エイシンイップー号・カネスラファール号・

カラベルラティーナ号・コスモパルムドール号・シーリーコート号・ファルカタリア号・フィクシアス号・
ボストンアサーテン号・メイショウハナミチ号・リワードアルビオン号

※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。



１４０７０ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１８．６．３以降１９．５．２７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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

５９ ユノナゲット 牡５鹿 ５６ 横山 典弘細川祐季子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：３６．４ ５．３�

３６ サンデーストリーム �６栗 ５６ 塚田 祥雄小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 B４８４－ ２１：３６．７１� ２０．８�
８１５ リスキーアフェア 牡５黒鹿５５ 松岡 正海臼田 浩義氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B５０４－ ６ 〃 クビ ３５．０�
２３ �	 チ ェ リ ス ト 牡５鹿 ５３ 大野 拓弥 �イースターサンデー 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４６６－ ６ 〃 ハナ １７５．９�
７１４
 マイイージス 牡４鹿 ５５ 藤田 伸二田中 昇氏 奥平 雅士 門別 前川ファーム ５５４＋ ６１：３６．８� １３．０�
６１２ サンライズレクサス 牡４栗 ５７ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４５４＋ ２１：３６．９クビ ４．３�
７１３
 マイフラッグ 牡７栗 ５４ 津村 明秀堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 野表 春雄 B４８４＋ ６１：３７．０� ７７．４	
２４ �	 バトルハートオー 牡６黒鹿５３ 赤木高太郎宮川 秋信氏 矢作 芳人 浦河 多田 善弘 B４９６± ０ 〃 クビ ９３．２

４８ 	 ガイアヘッド 牡５鹿 ５４ 吉田 隼人アローネットサービス� 清水 英克 静内 桜井牧場 ４９６± ０１：３７．２１� ５１．３�
３５ ハ ス フ ェ ル 牡５栗 ５５ 北村 宏司�アカデミー 南井 克巳 静内 千代田牧場 B４５０－ ６ 〃 アタマ １３．９
８１６� セ レ ス ケ イ 牡４鹿 ５４ 後藤 浩輝岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５４４± ０１：３７．３クビ ３３．０�
１２ � ピサノアルハンブラ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

５１２＋１４ 〃 クビ ２３．８�
６１１ スウォードキャット 牡５鹿 ５４ 柴田 善臣千明牧場 武藤 善則 浦河 千明牧場 ４７０－ ２１：３７．５１ ３６．７�
４７ ワンダーヴィボ 牡９青鹿５４ 大庭 和弥山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 尾野 一義 ５４８＋ ６１：３８．０３ １００．１�
１１ ジャガーノート 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５１２＋ ６ 〃 アタマ ２．５�
５１０�
 タガノエクリプス 牡４青 ５５ 小野 次郎八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：３９．６１０ １８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５９，４５８，８００円 複勝： ７６，１１４，９００円 枠連： ８０，２８２，６００円

普通馬連： ３５４，９３９，８００円 馬単： ２３９，６９２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７８，５０６，９００円

３連複： ３０９，８７０，５００円 ３連単： ７３３，２４２，３００円 計： １，９３２，１０８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � ４２０円 � ６６０円 枠 連（３－５） １，４６０円

普通馬連 �� ４，２４０円 馬 単 �� ７，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� ２，１００円 �� ６，５６０円

３ 連 複 ��� ３５，３３０円 ３ 連 単 ��� １６１，３００円

票 数

単勝票数 計 ５９４５８８ 的中 � ８９３８５（３番人気）
複勝票数 計 ７６１１４９ 的中 � １２４９０７（３番人気）� ４４１２４（６番人気）� ２６２２６（９番人気）
枠連票数 計 ８０２８２６ 的中 （３－５） ４０６０８（７番人気）
普通馬連票数 計３５４９３９８ 的中 �� ６１７８９（１７番人気）
馬単票数 計２３９６９２２ 的中 �� ２５０８１（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７８５０６９ 的中 �� １４０４１（１５番人気）�� ９２１６（２５番人気）�� ２８８０（６３番人気）
３連複票数 計３０９８７０５ 的中 ��� ６４７４（１０９番人気）
３連単票数 計７３３２４２３ 的中 ��� ３３５５（４２９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１１．９―１２．１―１２．１―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．２―５８．３―１：１０．４―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユノナゲット �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Private Account デビュー ２００４．１０．３１ 東京８着

２００２．２．２１生 牡５鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia ２５戦５勝 賞金 ９０，７８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アルバレスト号・ヴィオラポンポーサ号・ウルフボーイ号・カオリノーブル号・カフェフロリデアン号・

サンマルセイコー号・シンメイレグルス号・タイラントシチー号・タカオセンチュリー号・テイエムファンキー号・
パラダイスリヴァー号・ヒカルバローロ号・ビッグシャーク号・ブレイバー号・マイネルトラヴェル号・
ワキノエクセル号



１４０７１ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６日 第１１競走
第５７回農林水産省賞典

��
��１，６００�安 田 記 念（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以上５８�，牝馬
２�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・アジア・マイル・チャレンジ賞（１着）
賞 品

本 賞 １００，０００，０００円 ４０，０００，０００円 ２５，０００，０００円 １５，０００，０００円 １０，０００，０００円
付 加 賞 ３，９０６，０００円 １，１１６，０００円 ５５８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：３２．０
１：３１．５
１：３２．１

良

良

良

１２ ダイワメジャー 牡６栗 ５８ 安藤 勝己大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３２ １：３２．３ ４．４�

３５ � コンゴウリキシオー 牡５鹿 ５８ 藤田 伸二金岡 久夫氏 山内 研二 愛
Pacello S. A. and
A. Swersky and
Associates

４９６－ ６ 〃 クビ ８．５�
８１８� ジョリーダンス 牝６芦 ５６ 秋山真一郎小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４７６－ ２１：３２．７２	 ２２．８�
２３ 
 アドマイヤキッス 牝４栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４２－ ８ 〃 クビ ４４．９�
４８ スズカフェニックス 牡５栗 ５８ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６８＋ ４１：３２．８クビ ３．６�
５１０� エイシンドーバー 牡５栗 ５８ 福永 祐一平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-

ana Farm ４６６＋ ８ 〃 クビ １４．８�
２４ � グ ッ ド バ バ �５鹿 ５８ E．サンマルタン S．ユン氏 A．シュッツ 米 Haras Santa Ma-

ria de Araras S.A. ４８６＋ ８ 〃 ハナ １５．３�
（Good Ba Ba（USA）） （香港） （香港）

６１２�
 キストゥヘヴン 牝４鹿 ５６ 内田 博幸吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４２６± ０ 〃 ハナ ４５．２	
（大井）

５９ � ジョイフルウィナー �７鹿 ５８ G．モッセ K．コン氏 J．ムーア 豪 F.Farooq ４８２－ ３１：３３．０１ ９．８

（Joyful Winner（AUS））（香港） （香港）

６１１
 マイネルスケルツィ 牡４鹿 ５８ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５０６－ ６１：３３．１	 ３３．０�

７１５ スーパーホーネット 牡４鹿 ５８ 藤岡 佑介森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５４－１０ 〃 クビ ６２．０

８１７� エイブルワン �５鹿 ５８ N．キャロウ F．リー氏 J．ムーア 新 Sir Patrick &
Lady Hogan ５２８＋ ８１：３３．２	 ２３．９�

（Able One（NZ）） （香港） （新嘉）

１１ サクラメガワンダー 牡４栗 ５８ 鮫島 良太�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ ３９．４�
７１４ ディアデラノビア 牝５栗 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ２１：３３．３クビ ３０．９�
３６ � ザ デ ュ ー ク �８鹿 ５８ R．フラッド E．ヤウ氏 C．ファウンズ 豪 Caradale

Pty Ltd ５２４± ０ 〃 ハナ ２２．７�
（The Duke（AUS）） （香港） （新嘉）

７１３ エアシェイディ 牡６栗 ５８ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８４＋２２１：３３．６１ １３．２�
８１６�� シンボリエスケープ 牡６芦 ５８ 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 門別 和田農林（有） ４７８± ０ 〃 アタマ ４７．０�
４７ オレハマッテルゼ 牡７栗 ５８ 後藤 浩輝小田切有一氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ４１：３４．４５ ３３．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５４７，１４５，２００円 複勝： ４４８，６１７，０００円 枠連： ９２３，４４１，４００円

普通馬連： ３，７３０，１９３，４００円 馬単： ２，１７２，４６２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７０８，９９６，０００円

３連複： ４，１１８，９０１，４００円 ３連単： ８，５５３，６７４，１００円 計： ２１，２０３，４３１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ３２０円 � ６００円 枠 連（１－３） １，５７０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ３，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ２，３００円 �� ２，９７０円

３ 連 複 ��� １６，７８０円 ３ 連 単 ��� ６３，１４０円

票 数

単勝票数 計５４７１４５２ 的中 � ９８９７８６（２番人気）
複勝票数 計４４８６１７０ 的中 � ７７０７８６（２番人気）� ３５１９７５（４番人気）� １６４９８５（９番人気）
枠連票数 計９２３４４１４ 的中 （１－３） ４３４１２４（５番人気）
普通馬連票数 計３７３０１９３４ 的中 �� １３５８４２９（３番人気）
馬単票数 計２１７２４６２７ 的中 �� ４４３７９２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計７０８９９６０ 的中 �� ２１２１４６（３番人気）�� ７４６２８（２３番人気）�� ５７３２３（３９番人気）
３連複票数 計４１１８９０１４ 的中 ��� １８１１８８（４３番人気）
３連単票数 計８５５３６７４１ 的中 ��� ９９９８２（１３４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．１―１１．８―１１．６―１１．３―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．０―３４．１―４５．９―５７．５―１：０８．８―１：２０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．８
３ ５，１７，１１，２（１２，１８）１（４，１４）（３，１０，１６）（６，８）（７，９，１５）１３ ４ ５（１７，１１）２（１２，１８）１（３，４，１４，１６）（７，６，１０，８，１３）（９，１５）

勝馬の
紹 介

ダイワメジャー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００３．１２．２８ 中山２着

２００１．４．８生 牡６栗 母 スカーレットブーケ 母母 スカーレツトインク ２２戦８勝 賞金 ８３６，５８２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ジョイフルウィナー号の騎手G．モッセは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
エイシンドーバー号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アルファフォーレス号・オースミヘネシー号・ジュレップ号・ダンスインザモア号・トウショウカレッジ号・

パッシングマーク号・ファイングレイン号・フジサイレンス号・ミスティックエイジ号・ロイヤルキャンサー号
※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。



１４０７２ ６月３日 晴 良 （１９東京３）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�

え しま

江 の 島 特 別
発走１６時２０分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１８．６．３以降１９．５．２７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 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

４８ �� レイルバード �８栗 ５４ 田中 勝春伊藤 信之氏 坂本 勝美 鵡川 貞広 賢治 ４９６－ ６１：４７．１ ５１．３�

８１８� ヒ カ ル ベ ガ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二高橋 光氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５３６＋ ４ 〃 クビ ３．６�
７１４ シルクダッシュ 牡６鹿 ５６ 小林 淳一有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９４＋ ６１：４７．２クビ ９．４�
１２ � ユウタージャック 牡５鹿 ５４ 武士沢友治上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ １６．０�
３５ � ウインクルセイド 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４７６－ ２１：４７．３クビ ３．６�
６１１ ナスノフィオナ 牝５鹿 ５２ 内田 博幸�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４４２＋ ４ 〃 クビ ９．１	
（大井）

１１ シルキーステラ 牝５青 ５３ 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 新冠 早田牧場新
冠支場 ４２０＋ ２１：４７．５１	 ３１．４


４７ ヤ ナ ギ ム シ 牡８栗 ５４ 岩部 純二井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４９８＋ ８ 〃 アタマ １８．９�
３６ �
 エアフォルツァ 牡５鹿 ５４ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：４７．６クビ １７．２�
５９ 
 マイネジャーダ 牝４黒鹿５２ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム ４７６± ０１：４７．８１� ５３．７
７１５ ロケットパンチ 牡７鹿 ５２ 川田 将雅 �フジワラ・ファーム 的場 均 三石 元茂牧場 B４６２－ ４ 〃 ハナ ５８．１�
２３ � ユーワハリケーン �４栗 ５５ 江田 照男 �ユーワライディング 武藤 善則 米 Dr. Char-

les S Giles ４６４－１４１：４７．９ ４０．１�
８１６� ア カ ワ イ ン 牡５鹿 ５３ 木幡 初広樋口 恵一氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４９８－ ２１：４８．０クビ １３２．３�
６１２ アドマイヤカスタム 牡５黒鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 石田牧場 ４５６＋１２１：４８．２１� ３１．７�
８１７ リファインドボディ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝井上 修一氏 根本 康広 門別 只野牧場 ５２０－ ２ 〃 ハナ ７．３�
２４ � フレンチムード 牝５鹿 ５１ 大野 拓弥原 �子氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８０－ ２１：４８．６２	 １２１．１�
５１０� アルキオーネ �５鹿 ５３ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 矢作 芳人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ６１：４８．８１	 ９８．５�
７１３� スリーハイシャトル 牡６鹿 ５３ 菊沢 隆徳永井商事� 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４６８＋ ２１：４９．４３	 ９５．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ７６，８６８，５００円 複勝： １０７，２９６，７００円 枠連： １２６，８０７，９００円

普通馬連： ４５８，２５３，２００円 馬単： ２８２，０２１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１０，７３５，２００円

３連複： ４２５，９２８，７００円 ３連単： ９４０，０９８，３００円 計： ２，５２８，００９，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５，１３０円 複 勝 � １，０３０円 � １９０円 � ２７０円 枠 連（４－８） １，９８０円

普通馬連 �� １１，８１０円 馬 単 �� ２９，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７７０円 �� ６，７７０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３０，７３０円 ３ 連 単 ��� ２７１，５５０円

票 数

単勝票数 計 ７６８６８５ 的中 � １１８１２（１２番人気）
複勝票数 計１０７２９６７ 的中 � ２１５１７（１１番人気）� １８６４２４（２番人気）� １０５９８３（４番人気）
枠連票数 計１２６８０７９ 的中 （４－８） ４７３８９（９番人気）
普通馬連票数 計４５８２５３２ 的中 �� ２８６６０（３７番人気）
馬単票数 計２８２０２１１ 的中 �� ７０４８（８４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１０７３５２ 的中 �� ７０２５（４２番人気）�� ３８７８（６６番人気）�� ４２１７８（５番人気）
３連複票数 計４２５９２８７ 的中 ��� １０２３０（９２番人気）
３連単票数 計９４００９８３ 的中 ��� ２５５５（７１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３５．７―４７．８―５９．８―１：１１．７―１：２３．４―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．４

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

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

�
�
レイルバード �

�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 バ イ ア モ ン

１９９９．４．２１生 �８栗 母 マルシンアモン 母母 マルゼンキール ２１戦４勝 賞金 ６２，６１８，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔発走状況〕 アカワイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ストラスアイラ号
※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。



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

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 ２００頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

３７１，６４０，０００円
２，１００，０００円
３３，４７０，０００円
１，５２０，０００円
７，５１０，０００円
４１，８５０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

７０，３９２，５００円
５，８６６，０００円
２，０２０，０００円

勝馬投票券売得金
９６３，１０２，４００円
９６３，０６７，２００円
１，４９９，１９８，１００円
５，７９２，７９０，３００円
３，７８２，４７１，５００円
１，２２５，３９５，７００円
６，４００，５１１，８００円
１０，７１３，６６１，９００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 ３１，３４０，１９８，９００円

総入場人員 ８２，０４７名 （有料入場人員 ７９，４２７名）




