
１４０４９ ６月７日 晴 良 （２０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

２３ ニコニコママ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春小田切有一氏 古賀 慎明 門別 山本 通則 ４７０－ ２１：３８．９ １．３�

７１３ アイスボックス 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ユートピア牧場 相沢 郁 登別 ユートピア牧場 ４３６＋ ８１：３９．０� １８．３�
６１１ トーホウロサード 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義東豊物産� 中川 公成 新冠 ハシモトフアーム ４５６－ ２１：３９．４２� ８９．２�
１１ スズヨコンコルド 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 三石 タツヤファーム ４５０＋ ４１：３９．８２� ４２．０�
８１６ アクトオンザターフ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠広田 伸七氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２ 〃 ハナ ５．８�
３６ ハ ナ ヤ ッ コ 牝３鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成�グランド牧場 平井 雄二 三石 元茂 義一 ４４４－ ４１：４０．２２� ３２．０	
３５ パラディフルール 牝３鹿 ５４ 内田 博幸中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中

田牧場 ４５６＋ ２１：４０．５２ １４．６

８１５ プリムローズシチー 牝３青 ５４ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 門別 幾千世牧場 B４５２＋ ６１：４０．７１ １４８．３�
４８ ミラクルクィーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人小川 弘氏 栗田 博憲 平取 びらとり牧場 ４８８± ０ 〃 ハナ ４２．８�
１２ ハナヨリタンゴ 牝３青 ５４

５１ ▲黛 弘人村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４６＋１８１：４１．３３� ２４８．８
５１０ グランドグラッパ 牝３栗 ５４ 松岡 正海�グランド牧場 手塚 貴久 静内 グランド牧場 ４３６－ ６１：４１．６２ ５４．２�
２４ ヤマタケメリー 牝３黒鹿５４ 小野 次郎山中 佳代氏 根本 康広 門別 広中 稔 ４７２－ ４ 〃 クビ ２４３．４�
４７ シルクデイジー 牝３青鹿５４ 田面木博公有限会社シルク蛯名 信広 浦河 福岡 光夫 ４６０ ―１：４１．８１ ７１．６�
５９ フローリスピース 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５６－ ２１：４１．９� １２６．３�
７１４ フェアリーラグーン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介内藤 好江氏 斎藤 宏 茨城 内藤牧場 ４４４＋ ６１：４２．９６ ４６８．８�
６１２ バイエンブルク 牝３鹿 ５４ 吉田 稔居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４５８－ ８１：４３．９６ １７６．８�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２７１，６００円 複勝： ７３，１２８，３００円 枠連： ２３，１１３，８００円

普通馬連： ７９，８０１，８００円 馬単： ９１，５９５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５１７，６００円

３連複： １２５，９７４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４４５，４０３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � ９７０円 枠 連（２－７） ７４０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，４２０円 �� ４，０９０円

３ 連 複 ��� ８，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２７１６ 的中 � １５６８４８（１番人気）
複勝票数 計 ７３１２８３ 的中 � ５２９７０５（１番人気）� ２８８５３（３番人気）� ５９５５（９番人気）
枠連票数 計 ２３１１３８ 的中 （２－７） ２３３０３（３番人気）
普通馬連票数 計 ７９８０１８ 的中 �� ８６３６３（２番人気）
馬単票数 計 ９１５９５６ 的中 �� ８２６２９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５１７６ 的中 �� ２３０１０（２番人気）�� ４５２６（１２番人気）�� １５０９（３２番人気）
３連複票数 計１２５９７４５ 的中 ��� １０６６８（２２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．４―１３．０―１３．０―１２．３―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３６．３―４９．３―１：０２．３―１：１４．６―１：２６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニコニコママ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー ２００８．４．２６ 東京２着

２００５．４．１３生 牝３鹿 母 イッツマジック 母母 ウェーブシンエイ ３戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ラブリーアゲン号・リバーチャーム号
（非抽選馬） ２頭 アルファメガハート号・ショウナンマライア号
※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７日 晴 良 （２０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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

８１５ スピードアタック 牡３青鹿５６ 武 豊齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５０２－１０１：２５．０ １．６�

８１６ ハクバドウジ 牡３芦 ５６ 内田 博幸�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５１８＋ ２１：２５．１� １１．２�
１２ ショウナンカザン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４７２＋ ２１：２５．５２� １３．８�
５１０ ビッグスワン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海臼倉 勲氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 ５０２＋ ２１：２５．８１� １５．４�
１１ コスモプレッジ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 浦河 宮村牧場 ４９０－ ４１：２５．９� ９５．７�
３６ ハードトゥセイ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５２６ ― 〃 ハナ １１．４	
７１３ ドラゴンホーラー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥松坂 記吉氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 ４８４－ ６１：２６．４３ ８．８

７１４ リリーザサン 牡３栗 ５６ 吉田 稔�谷川牧場 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 ５１０－１２ 〃 クビ ２９２．５�

（愛知）

４７ ド ナ ー リ オ �３鹿 ５６ 大庭 和弥藤田 孟司氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ４３．４�
４８ レ オ バ ベ ル 牡３栗 ５６ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 浦河 江谷 重雄 B４９８＋ ２１：２６．７１� １３０．８
３５ ト ム ト ム 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２１：２６．８クビ ８．７�
６１１ ファレラート 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ５３０± ０１：２７．２２� ５５．２�
２４ ダ ー ク リ ン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人北所 直人氏 天間 昭一 三石 ニシケンフ

アーム ４６２＋ ６１：２７．７３ １８０．６�
２３ クレバーブライアン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春田� 正明氏 石毛 善彦 浦河 中島 俊明 ４８４－ ２１：２８．９７ ３０４．２�
５９ アライイオトコ 牡３栗 ５６ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６４＋ ８１：２９．１１� １９９．０�
６１２ アリュールシチー 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ４１８－ ６１：３２．５大差 ３４８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，０１８，３００円 複勝： ６８，９６０，７００円 枠連： ２７，６０７，１００円

普通馬連： ９３，９９３，３００円 馬単： ９５，５７３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７４３，５００円

３連複： １３２，３３３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４７９，２２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � ２３０円 枠 連（８－８） ７６０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３７０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８０１８３ 的中 � １４２２５７（１番人気）
複勝票数 計 ６８９６０７ 的中 � ４２１２２４（１番人気）� ４１２５４（３番人気）� ３８３３９（５番人気）
枠連票数 計 ２７６０７１ 的中 （８－８） ２６８８３（４番人気）
普通馬連票数 計 ９３９９３３ 的中 �� ９８６０２（２番人気）
馬単票数 計 ９５５７３３ 的中 �� ８１７２４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７４３５ 的中 �� ３２６５１（２番人気）�� ２２４４６（４番人気）�� ７１８３（１１番人気）
３連複票数 計１３２３３３２ 的中 ��� ６２９１９（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．４―１２．２―１２．４―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．９―５９．３―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピードアタック �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１１．２３ 京都２着

２００５．３．２８生 牡３青鹿 母 アラサンエーコー 母母 ミヤサンレデイ ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリュールシチー号は，平成２０年８月７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） ２頭 カシノマチャガ号・スプラッシュアイ号
（非抽選馬） ３頭 ストロングジャック号・ストロングマリオン号・ノーススピリッツ号
※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７日 晴 良 （２０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

１２ メジロフォーナ 牝３栗 ５４
５１ ▲三浦 皇成�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５００± ０１：２２．９ １．８�

８１６ ワンダフルスイート 牝３鹿 ５４ 五十嵐雄祐 �丸幸小林牧場 佐々木亜良 浦河 丸幸小林牧場 ４７６＋１２１：２３．３２� ２７．９�
３６ エーシンペースワン 牡３芦 ５６ 大野 拓弥平井 宏承氏 久保田貴士 浦河 栄進牧場 ４５２－ ２ 〃 アタマ ７．８�
６１１ ワシントンパーク 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 川上牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ １９４．６�
７１５ フクノブリング 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 ４３８－ ４１：２３．５１� ８５．４�
１１ マイネルカルナバル 牡３青鹿 ５６

５５ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２ 〃 ハナ ５．４	

７１３ ダイワプレシャス 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信大城 敬三氏 浅野洋一郎 静内 橋本牧場 ４３０± ０１：２３．６クビ １３．３

７１４ ヨシブレイクアウト 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 ヒノデファーム B４５２＋ ４１：２３．８１� １２８．４�
８１７ マイネベリンダ 牝３栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 浦河 昭和牧場 ４１２± ０１：２３．９� ７８．９�

５９ ナツミホープ 牝３青鹿 ５４
５３ ☆的場 勇人相原 宏�氏 根本 康広 三石 前川 清彦 ４４０± ０１：２４．１１� ８．８

２３ クリームパフ 牝３黒鹿５４ 北村 浩平�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４３２＋ ２ 〃 ハナ ３３．０�
５１０ クイックステップ 牡３鹿 ５６ 加藤士津八 �ルーラル・オカダ 田中 清隆 門別 松平牧場 ４６４＋１０ 〃 ハナ ２０４．７�
２４ メジロドーピー �３鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４８０± ０１：２４．３１� ２２．６�
４８ ウメノキャロル 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也楳津 繁氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４７４－ ４１：２４．５１� １２７．１�
８１８ ミススターリング 牝３鹿 ５４ 小島 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 蛯名 信広 浦河 鮫川牧場 ４４４± ０１：２４．６� ２６０．５�
６１２ タヤスアカヤネ 牡３栗 ５６

５３ ▲宮崎 北斗横瀬 俊三氏 星野 忍 浦河 不二牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ １１１．９�
４７ シ ル マ リ ル 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭�ダイリン 高木 登 門別 大沢育成牧場 ４６４＋１８１：２５．２３� ３０３．７�
３５ ピーチグロウ 牝３栗 ５４ 高野 和馬内藤 好江氏 田子 冬樹 宮城 高友産業 ４３０＋ ６１：２５．７３ ３２９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，９６７，１００円 複勝： ３０，９８７，１００円 枠連： ２９，４８１，２００円

普通馬連： ８２，６５０，９００円 馬単： ８１，７４７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０１８，２００円

３連複： １１５，０７６，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３９０，９２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ４２０円 � ２２０円 枠 連（１－８） １，３５０円

普通馬連 �� ２，７００円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� ４１０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３９６７１ 的中 � １１０４４２（１番人気）
複勝票数 計 ３０９８７１ 的中 � １０１０１３（１番人気）� １３４０４（６番人気）� ３１１８５（４番人気）
枠連票数 計 ２９４８１２ 的中 （１－８） １６１３８（６番人気）
普通馬連票数 計 ８２６５０９ 的中 �� ２２６０３（１０番人気）
馬単票数 計 ８１７４７９ 的中 �� １６４５３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０１８２ 的中 �� ５９９０（１２番人気）�� １７８９９（３番人気）�� ２９７０（１９番人気）
３連複票数 計１１５０７６９ 的中 ��� １４８３０（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．９―４７．８―５９．０―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロフォーナ �
�
父 ナリタトップロード �

�
母父 フ レ イ ズ デビュー ２００７．１２．２ 中山６着

２００５．３．６生 牝３栗 母 メジロナターシャ 母母 メジロチエイサー ７戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
※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 カンタカ号



１４０５２ ６月７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０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

８１４ モモタロサン 牡４栗 ６０ 高野 和馬井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４６４－ ５３：２１．２ ５８．７�

４５ マイネルデネブ 牡４鹿 ６０ 金子 光希 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 三石 乾 皆雄 ５１６＋ ４３：２１．３� ５．０�

３４ リバルドボーイ 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４９８＋ ２ 〃 ハナ ４０．２�
７１１� ナカヤマスナイパー 牡６黒鹿６０ 宗像 徹和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.

Kaster ５１６－ ４３：２１．９３� ２．５�
４６ � ブラウマイスキー 牡４鹿 ６０ 石神 深一野島 春男氏 南田美知雄 門別 野島牧場 ４９６＋ ４３：２２．２２ ４．５�
５７ サンデーストリーム �７栗 ６０ 山本 康志小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４９８＋ ６３：２３．２６ ６．５�
１１ ジュラナスリング 牡８鹿 ６０ 横山 義行 	サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ４３：２３．５２ ７．１

６１０ ユウタービスケット 牡４芦 ６０ 平沢 健治上山 利広氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４８４＋１８３：２３．７１ １０６．１�
７１２ スプリングレアル 牡６芦 ６０ 田中 剛加藤 春夫氏 相沢 郁 浦河 川越牧場 ５１０－ ２３：２５．２９ ２６．８�
２２ シルクリベラル �５栗 ６０ 柴田 未崎有限会社シルク粕谷 昌央 静内 見上牧場 ４９２± ０３：２８．９大差 ７８．４
８１３ カイシュウリバー 牡４鹿 ６０ 穂苅 寿彦飯村 孝男氏 田中 清隆 門別 新井 弘幸 ５３８＋１４３：３０．１７ １２７．１�
６９ � ミヤコノアドミラル 牡５鹿 ６０ 蓑島 靖典吉田喜代司氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ５０２－ ４３：３０．３１� ９９．１�
３３ � ユキノファラオ 牡６鹿 ６０ 矢原 洋一井上 基之氏 保田 一隆 静内 フジワラフアーム ５１０± ０３：３１．８９ １１６．４�
５８ ジャスミンフレイズ 牝５鹿 ５８ 五十嵐雄祐内藤 好江氏 高木 登 青森 オオタ牧場 ４９６＋ ４３：３２．１１	 １５０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，４０６，７００円 複勝： ２１，８４２，３００円 枠連： ２６，４４２，８００円

普通馬連： ６６，５１３，０００円 馬単： ６８，８８４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３６３，８００円

３連複： １０２，２８６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３２３，７３９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，８７０円 複 勝 � １，４８０円 � ２００円 � ５４０円 枠 連（４－８） ６，０１０円

普通馬連 �� ２２，４５０円 馬 単 �� ６５，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２５０円 �� １０，６１０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� １０１，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７４０６７ 的中 � ２３３９（８番人気）
複勝票数 計 ２１８４２３ 的中 � ３２０３（８番人気）� ３８０９２（２番人気）� ９７９４（６番人気）
枠連票数 計 ２６４４２８ 的中 （４－８） ３２４８（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６６５１３０ 的中 �� ２１８７（３２番人気）
馬単票数 計 ６８８８４５ 的中 �� ７７１（７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３６３８ 的中 �� １１７３（２６番人気）�� ４６５（５６番人気）�� ３０２４（１４番人気）
３連複票数 計１０２２８６５ 的中 ��� ７４３（１１６番人気）

上り １マイル １：４４．７ ４F ５１．７－３F ３８．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モモタロサン �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 デ イ ク タ ス デビュー ２００６．７．９ 福島１０着

２００４．３．２０生 牡４栗 母 ピーチブルーム 母母 ノーザンクリアー 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔発走状況〕 シルクリベラル号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔制裁〕 マイネルデネブ号の騎手金子光希は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔調教再審査〕 シルクリベラル号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ユキノファラオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ユキノファラオ号は，平成２０年７月７日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） １頭 オイワケシンドウ号



１４０５３ ６月７日 晴 良 （２０東京３）第５日 第５競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２９．８
２：２９．５

良

良

６８ クレプスキュール 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 小島 茂之 早来 ノーザンファーム B４２６± ０２：３５．６ ３．６�

７１０ サクラドリーム 牡３栗 ５６ 内田 博幸�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４７８－ ４２：３５．７� １３．５�
８１３ スマートセントラル 牡３青鹿５６ 武 豊大川 徹氏 森 秀行 門別 野島牧場 ４９８－１２２：３５．８� ３．２�
３３ ス タ ル カ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ４８０± ０２：３６．１２ ６２．５�
６９ ウインモンスター 牡３栗 ５６

５３ ▲三浦 皇成�ウイン 坂口 正大 新冠 川島牧場 ５００± ０２：３６．３１� １０．５�
４４ ミュージカルボーイ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎長谷川兼美氏 沢 峰次 新冠 川上 悦夫 B４６６＋ ４２：３６．５１� １４．０	
４５ グラップラー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘青山 洋一氏 田村 康仁 門別 下河辺牧場 ５５０－ ２２：３６．７１� １９．０

２２ ニューヨーカー 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４４４＋ ６２：３６．８� ３．１�
８１２ キョウエイライジン 牡３栗 ５６

５３ ▲宮崎 北斗田中 晴夫氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４４２－ ４２：３７．２２� ８４．０�
５７ ロマンフィールズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 鵡川 新井牧場 ４１８－ ８２：３７．５２ ２３５．７
５６ ダイワマグナム 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康大城 敬三氏 上原 博之 三石 折手牧場 ５５６ ―２：３８．４５ １１２．２�
７１１ エイワヒデタダ �３黒鹿５６ 柴山 雄一永井公太郎氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ４９０＋２４２：４０．９大差 ２２３．１�
１１ トップキング 牡３栗 ５６ 佐藤 聖也�宮内牧場 天間 昭一 浦河 山田 昇史 B４４６－ ２２：４２．３９ １２９．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，７８３，７００円 複勝： ３２，９８１，９００円 枠連： ２６，１９７，４００円

普通馬連： ８８，８４８，０００円 馬単： ８７，９６６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０６２，３００円

３連複： １１８，１４１，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４０２，９８１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（６－７） １，６３０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ３，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ３００円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２７８３７ 的中 � ４９９２３（３番人気）
複勝票数 計 ３２９８１９ 的中 � ５９７９２（３番人気）� ２５５７２（５番人気）� ７１０８７（２番人気）
枠連票数 計 ２６１９７４ 的中 （６－７） １１８６７（７番人気）
普通馬連票数 計 ８８８４８０ 的中 �� ３０２９１（１０番人気）
馬単票数 計 ８７９６６６ 的中 �� １８０８８（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０６２３ 的中 �� ８８６２（９番人気）�� ２３８２１（３番人気）�� １０１２５（８番人気）
３連複票数 計１１８１４１７ 的中 ��� ３４６６８（８番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１１．６―１２．３―１２．３―１２．４―１３．０―１２．８―１２．５―１２．６―１２．１―１２．８―１２．８

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―１８．４―３０．０―４２．３―５４．６―１：０７．０―１：２０．０―１：３２．８―１：４５．３―１：５７．９―２：１０．０―２：２２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレプスキュール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００７．１０．２８ 東京７着

２００５．２．１０生 牝３黒鹿 母 シャープキック 母母 ペッパーキャロル ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 クレプスキュール号の騎手松岡正海は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トップキング号は，平成２０年７月７日まで平地競走に出走できない。

エイワヒデタダ号は，平成２０年８月７日まで平地競走に出走できない。



１４０５４ ６月７日 晴 良 （２０東京３）第５日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

２４ ハイカックウ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�桜井牧場 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４３６＋ ２１：３４．９ １．７�

２３ エ ア ワ ル ツ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：３５．１１� １２．９�
６１１ トキノプリンセス 牝３栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介池田 豊治氏 伊藤 伸一 新冠 北星村田牧場 ４３４＋ ４ 〃 クビ ７０．４�
７１３ リ ビ ア ー モ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム B４７４－ ４１：３５．２� ５．８�
１１ ブルーミンバー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：３５．３� １５．２�
４８ ダイワジャンヌ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４２６＋ ４１：３５．５１� １１．４	
７１５ マイネウインク 牝３栗 ５４

５３ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム ４４０± ０ 〃 クビ １０．６


５９ オースミビーナス 牝３鹿 ５４ 木幡 初広�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４５４＋ ２１：３５．７１� １４２．７�

６１２ コスモエラプション 牝３栗 ５４
５１ ▲黛 弘人 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 様似共栄牧場 ４２４－ ２１：３５．８クビ ３５９．１�

１２ マイネフルーレ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ４３８± ０ 〃 クビ ４０．４

３６ � ミサトフリート 牝３芦 ５４ 大庭 和弥戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ４８８＋ ６ 〃 アタマ ５７．８�
４７ ヨンハキッス 牝３黒鹿５４ 村田 一誠三宅 勝俊氏 中川 公成 三石 斉藤スタッド ４４０＋ ４１：３５．９� ３１９．１�
８１６ パンコールデイズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成浅田 次郎氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ４５０± ０１：３６．０� ６４．２�
８１７ タイキティファニー 牝３青鹿５４ 吉田 豊�大樹ファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４４２－ ２ 〃 アタマ １０７．９�
８１８ ダークエンジェル 牝３黒鹿５４ 田中 勝春吉田 勝己氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４０４－ ４１：３６．１クビ ２５．３�
５１０ ヤマタケプリンセス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人山中 和子氏 畠山 重則 門別 出口牧場 ４３０± ０１：３６．３１� ５２．２�
７１４ キャスタスペルミー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 三石 片山 修 B４５８＋ ６１：３７．０４ ５３．５�
３５ � レモンマレット 牝３鹿 ５４ 岡田 大�戸 竜男氏 内野 健二 静内 畠山 繁太郎 B４４０－ ５１：３７．９５ ３９２．３�

（浦和） （浦和）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，２１１，９００円 複勝： ４１，７３８，３００円 枠連： ３５，８７１，０００円

普通馬連： １１１，１４７，３００円 馬単： ８８，７３２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，８９０，５００円

３連複： １３４，９３１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４７５，５２３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ２６０円 � １，１２０円 枠 連（２－２） １，１１０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，９３０円 �� ５，８００円

３ 連 複 ��� １６，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１２１１９ 的中 � １４６１７２（１番人気）
複勝票数 計 ４１７３８３ 的中 � １４４６４３（１番人気）� ３４６４９（５番人気）� ６１７３（１３番人気）
枠連票数 計 ３５８７１０ 的中 （２－２） ２４０４７（４番人気）
普通馬連票数 計１１１１４７３ 的中 �� ７５６４７（４番人気）
馬単票数 計 ８８７３２７ 的中 �� ４１５３０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１８９０５ 的中 �� ２１４９８（３番人気）�� ３８８６（２１番人気）�� １２５７（５１番人気）
３連複票数 計１３４９３１３ 的中 ��� ６１４７（４９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．４―１２．１―１２．２―１１．９―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．６―３５．０―４７．１―５９．３―１：１１．２―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイカックウ �
�
父 High Chaparral �

�
母父 Capote デビュー ２００７．７．２８ 新潟３着

２００５．３．１３生 牝３鹿 母 オブザーヴァント 母母 Patently Clear １２戦２勝 賞金 ２９，６９２，０００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。
（非当選馬） ５頭 アポロクイック号・ウィンドチャイム号・スイートカルタゴ号・ビルトミーアップ号・リーベストラウム号
※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７日 晴 良 （２０東京３）第５日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （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

８１５ ケイアイスイジン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣亀田 守弘氏 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４６０－ ４１：３６．４ ３．０�

５１０ ナイスラッキー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５１６＋ ２１：３６．６１� ８．９�
３６ アバレダイコ 牡３栗 ５６ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５２０－ ２１：３６．７� １２．９�
４７ � エアマックール 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４７６＋ ８１：３６．８	 ７．０�
３５ � セントラルコースト 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.

& Robert N. Clay ５０２－ ４１：３７．０１� ３．３�
７１４� ウォーターボーイズ 牡３鹿 ５６ D．ホワイト 山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Arbib Bloodstock

Partnership ４８６＋ ４１：３７．９５ １３．０�
（香港）

６１１ スズカクロフネ 牡３芦 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 びらとり牧場 ５００－ ４１：３８．０クビ １３．３	
２３ シーサンメイ 牝３栗 ５４ 小野 次郎 
天羽
治牧場 高木 登 浦河 三栄牧場 B４５８± ０ 〃 クビ １４４．９�
６１２ マルマツフライト 牡３栗 ５６ 川田 将雅松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 B４７２－ ４１：３８．３２ １１４．８�
２４ � ストーミーペガサス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 
社台レースホース森 秀行 米 Fontaine-

bleau Farm ４８４－ ８１：３８．５１� ２５．２
５９ ストーリーテリング 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥
日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４９４± ０ 〃 アタマ ４７．３�
１２ ブルーベドウィン 牡３鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人 �ブルーマネジメント田村 康仁 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４７４＋１１１：３８．６クビ １８３．８�

７１３ マイネルローグ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 森 笹川大晃牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ ２９８．９�

８１６ ヨシカツゾー 牡３芦 ５６ 蛯名 正義古川 智洋氏 佐藤 吉勝 静内 岡田牧場 ４９２－ ８１：３８．７クビ １７６．１�
１１ シャフツレディ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹
ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５０２－ ２ 〃 クビ ３０．０�
４８ フサイチエゴイスト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人関口 房朗氏 岩戸 孝樹 門別 天羽牧場 ４７２－ ８１：３８．９１� ６８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，３８２，４００円 複勝： ５２，１６０，２００円 枠連： ３４，２５８，７００円

普通馬連： １３０，９３６，１００円 馬単： ９９，２６５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，９６２，９００円

３連複： １５８，２０６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５４３，１７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ２４０円 枠 連（５－８） １，１８０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ４５０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０３８２４ 的中 � ８１２２０（１番人気）
複勝票数 計 ５２１６０２ 的中 � １４１７８５（１番人気）� ５５７７２（３番人気）� ４７９４７（５番人気）
枠連票数 計 ３４２５８７ 的中 （５－８） ２１５２１（５番人気）
普通馬連票数 計１３０９３６１ 的中 �� ７９６６０（２番人気）
馬単票数 計 ９９２６５２ 的中 �� ３９０８４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７９６２９ 的中 �� ２２２８２（２番人気）�� ２１９１６（３番人気）�� ７７８２（１２番人気）
３連複票数 計１５８２０６２ 的中 ��� ４０６１１（６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．６―１２．２―１２．５―１２．３―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．２―３４．８―４７．０―５９．５―１：１１．８―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイスイジン �
�
父 Johannesburg �

�
母父 Afleet デビュー ２００７．１１．３ 東京１着

２００５．１．１５生 牡３栗 母 ポリーズフリート 母母 Polly’s Harde ８戦２勝 賞金 ２２，９００，０００円
〔発走状況〕 シーサンメイ号は，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エミネムシチー号・シルクパナシア号・スパークルキング号・マルブツサクラオー号
※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。



１４０５６ ６月７日 晴 良 （２０東京３）第５日 第８競走 ��１，４００�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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

２３ � アーバニティ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：２２．１ ４．３�

５９ ペ チ カ 牝４芦 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：２２．４２ １０．９�
１２ � カウントオンミー 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：２２．６１� １２．８�
６１２ ケイアイハイタイド 牡４青 ５７ 大野 拓弥亀田 守弘氏 柴崎 勇 静内 大滝 康晴 ５０４＋ ２ 〃 アタマ ８．１�
６１１ コスモチーキー 牝４鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム �田 研二 門別 古川 雅且 ４３６＋ ２１：２２．８１� １２．７�
３５ ロドリーバニヤン 牝５栗 ５５ 木幡 初広津村 靖志氏 宗像 義忠 浦河 小倉牧場 ４４６＋ ８ 〃 ハナ ３２．７	
４７ シーディドアラバイ 牝４青鹿５５ 松岡 正海齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：２２．９� ４．１

７１５� アルフェラッツ 牝４鹿 ５５ 岩部 純二山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ４８２＋ ２１：２３．０� ２３０．３�
４８ ム ー ン ボ ー 牝４鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗金子真人ホール
ディングス� 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ６ 〃 ハナ １７２．８

８１７ ハッピービーチ 牝４黒鹿 ５５
５４ ☆田中 博康青山 洋一氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６８＋ ６ 〃 アタマ ３０．０�

１１ � ラビットジーズニ 牝４鹿 ５５
５２ ▲千葉 直人喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４４６＋ ４１：２３．１� １８３．３�

２４ カ ピ タ ー ノ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４８４＋ ６ 〃 クビ １２．０�

３６ ヒシプレミア 牡４鹿 ５７ 川田 将雅阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 浦河育成牧場 ５１２－ ２１：２３．２� ２８．４�
８１８ メ ダ イ ヨ ン 牡４芦 ５７

５４ ▲三浦 皇成浅田 次郎氏 河野 通文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２－ ６１：２３．３� ８．２�

８１６� ソングバード 牝４青鹿５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２１：２３．４� １４．３�
５１０ レオスマイル 牝４青 ５５ 江田 照男�レオ 池上 昌弘 様似 清水 誠一 ４９４＋ ４１：２３．６１ １３９．８�
７１３ グラスウィーク 牡５栗 ５７

５４ ▲丸田 恭介半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４５４－３０１：２４．６６ １３６．８�
７１４ ミラクルボネット 牡４青鹿５７ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 前川 正美 ４５８－２０１：２４．８１� １２７．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，３２７，３００円 複勝： ４７，４１０，４００円 枠連： ４８，７２４，４００円

普通馬連： １５９，９７７，５００円 馬単： １０６，２６８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，１１５，０００円

３連複： １９２，３８４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ６２４，２０８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２１０円 � ３３０円 � ４５０円 枠 連（２－５） １，９４０円

普通馬連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ５，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２３０円 �� １，５３０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� １３，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０３２７３ 的中 � ５６３１３（２番人気）
複勝票数 計 ４７４１０４ 的中 � ６８３８３（２番人気）� ３７１３９（４番人気）� ２４７８１（９番人気）
枠連票数 計 ４８７２４４ 的中 （２－５） １８５９５（７番人気）
普通馬連票数 計１５９９７７５ 的中 �� ３３６４７（１６番人気）
馬単票数 計１０６２６８７ 的中 �� １３７１３（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９１１５０ 的中 �� ７９５２（１４番人気）�� ６３３６（２０番人気）�� ４１３１（３８番人気）
３連複票数 計１９２３８４７ 的中 ��� １０２８３（４７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．０―１１．５―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．５―５８．０―１：０９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アーバニティ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Affirmed

２００４．５．１２生 牡４黒鹿 母 レガシーオブストレングス 母母 Katonka ３戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 メダイヨン号の騎手三浦皇成は，３コーナーで内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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ジョーネンボー号・ダイワジェラート号・マイネルスカット号・ロコロンドン号



１４０５７ ６月７日 晴 良 （２０東京３）第５日 第９競走 ��
��１，６００�ホンコンジョッキークラブトロフィー

発走１４時３０分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
ホンコンジョッキークラブ賞（１着）

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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７１４ サインオブゴッド 牡５栗 ５７ 内田 博幸木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４７６－ ４１：３４．１ ２０．１�

２４ パ パ ラ チ ア 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７２－ ２１：３４．３１� ４．７�
７１３ キングルーキー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 馬道 隆 B５００＋ ８ 〃 ハナ １３．８�
５９ ランヘランバ 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５０－ ６ 〃 ハナ １６．１�
２３ � チョウカイファイト 牡５栗 ５７ 武 豊�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ４９２－ ４１：３４．５１ ６．７�
３６ サ ラ ラ 牝６鹿 ５５ 勝浦 正樹�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４９２＋ ６１：３４．８１	 １４．１	
３５ プラテアード 牡４芦 ５７ D．ホワイト 
キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ２ 〃 ハナ ２．９�

（香港）

４７ � ライフブリーズ 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４３６＋ ４ 〃 同着 ３８．９
６１１
� パートゥーアワーズ 牡６鹿 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４５４± ０ 〃 ハナ １２．６�
８１５� クイックシューター 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４ 〃 ハナ ７．３�
５１０ キングオブロマネ 牡４黒鹿５７ 石橋 脩嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ４９４± ０１：３５．２２� １２５．２�
１２ ダイワバイロン 牡４鹿 ５７ 木幡 初広大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：３５．３クビ ５７．４�
８１６ アサクサブラボー �５鹿 ５７ 菊沢 隆徳田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６ 〃 クビ ９７．３�
６１２ シルクアヴァロン 牡５栗 ５７ 川田 将雅有限会社シルク大久保龍志 静内 見上牧場 ４７６－１０１：３５．４� １８１．５�
４８ タイセイガイア 牝５栗 ５５ 蛯名 正義田中 成奉氏 加藤 和宏 浦河 金成吉田牧場 ４８４＋ ４１：３５．７１	 １７２．６�
１１ マチカネオオバン 牡６栗 ５７ 柴山 雄一細川 益男氏 田村 康仁 新冠 細川農場 ４９６＋１２１：３５．９	 ２２８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，９３０，６００円 複勝： ５７，５３４，０００円 枠連： ４８，２３９，４００円

普通馬連： １８４，３７９，９００円 馬単： １１３，３９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，０５１，２００円

３連複： １７７，２３１，９００円 ３連単： ４０４，８２３，４００円 計： １，０６６，５８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０１０円 複 勝 � ５８０円 � １８０円 � ４４０円 枠 連（２－７） ８８０円

普通馬連 �� ３，８００円 馬 単 �� ９，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ３，０２０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� １３，２７０円 ３ 連 単 ��� ７１，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３４９３０６ 的中 � １３７２９（９番人気）
複勝票数 計 ５７５３４０ 的中 � ２２２６２（９番人気）� １０６１５９（２番人気）� ３１２２３（８番人気）
枠連票数 計 ４８２３９４ 的中 （２－７） ４０６８５（３番人気）
普通馬連票数 計１８４３７９９ 的中 �� ３５８９１（１６番人気）
馬単票数 計１１３３９０８ 的中 �� ８６５１（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６０５１２ 的中 �� １０３０８（１２番人気）�� ３６４５（３７番人気）�� １０８８８（１１番人気）
３連複票数 計１７７２３１９ 的中 ��� ９８６０（５１番人気）
３連単票数 計４０４８２３４ 的中 ��� ４２０６（２４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．０―４６．７―５８．４―１：０９．６―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サインオブゴッド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ペイザバトラー デビュー ２００５．６．１９ 福島３着

２００３．２．１９生 牡５栗 母 パルブライト 母母 マチカネイナナキ ３２戦４勝 賞金 ６４，９５１，０００円
※出走取消馬 ナチュラルウィン号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※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。



１４０５８ ６月７日 晴 良 （２０東京３）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�

かまくら

鎌倉ステークス
発走１５時０５分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．６．２以降２０．６．１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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

７１４ ラインドライブ �５鹿 ５７ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４７６＋１０１：２２．７ ３．４�

５９ フィールドオアシス 牡５鹿 ５６ D．ホワイト 吉田 照哉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８１：２２．９１ ９．５�
（香港）

８１６� ガ ブ リ ン 牡６鹿 ５７ 武 豊榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR
Fleming ４５４－ ８１：２３．１１ ４．２�

２４ ダイワルビア 牡４栗 ５５ 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５２２± ０１：２３．４１� １３．３�
５１０ サンマルセイコー 牝５黒鹿５１ 大野 拓弥相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９４＋ ４ 〃 クビ ５０．４�
３５ ビッグホワイト 牡６芦 ５４ 田辺 裕信小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ １５０．６�
７１３ ゴールドマイン 牡４鹿 ５４ 江田 照男吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８４± ０ 〃 ハナ １２３．６�
４７ � ウォーターバロン 牡７黒鹿５５ 川田 将雅山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５１８± ０１：２３．５クビ ３９．８	
２３ � アントニオマグナム 牡７鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 安惠氏 加藤 征弘 米

Pinetree Farm
Thorough-
breds, Inc.

５０６－ ２ 〃 ハナ ７．５

３６ アグネストラベル 牡５栗 ５５ 木幡 初広渡辺 孝男氏 宮本 博 浦河 林 孝輝 ４６８－ ６１：２３．６� １８．３�
４８ アルバレスト 牡６青鹿５６ 柴山 雄一吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ４１：２３．７� ２３．６�
８１５ タムロイーネー 牝７黒鹿５１ 津村 明秀谷口 屯氏 西園 正都 浦河 川越牧場 ４９６＋ ４１：２３．８� ２４．９
６１１� アリアドネズライン 牡４黒鹿５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 米

Liberation
Farm & Oratis
Thoroughbreds

５１２＋ ８１：２４．０１	 ７．８�
６１２ ポ ー ト ラ ヴ 牡４栗 ５４ 吉田 隼人水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５４８＋ ６ 〃 クビ ２３．４�
１２ メジロファルカル 牡５鹿 ５４ 武士沢友治メジロ商事� 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５０６＋ ２１：２４．１
 １２２．１�
１１ � ピサノアルハンブラ 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

５０２－ ２１：２４．２クビ ２５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，９５１，３００円 複勝： ７４，８４１，５００円 枠連： ５６，４２３，５００円

普通馬連： ２６１，０６５，２００円 馬単： １４８，８５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，０９７，６００円

３連複： ２５３，１４７，４００円 ３連単： ５１８，４４１，１００円 計： １，４２０，８１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � １７０円 枠 連（５－７） １，４９０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ３４０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２，２１０円 ３ 連 単 ��� １１，８５０円

票 数

単勝票数 計 ４３９５１３ 的中 � １０２３６３（１番人気）
複勝票数 計 ７４８４１５ 的中 � １７５５９０（１番人気）� ６９８４４（４番人気）� １２０２８３（２番人気）
枠連票数 計 ５６４２３５ 的中 （５－７） ２７９５６（６番人気）
普通馬連票数 計２６１０６５２ 的中 �� １３１４７１（４番人気）
馬単票数 計１４８８５２３ 的中 �� ４３８２５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４０９７６ 的中 �� ２８６６１（４番人気）�� ５１０４３（１番人気）�� １９２９９（５番人気）
３連複票数 計２５３１４７４ 的中 ��� ８４５９１（２番人気）
３連単票数 計５１８４４１１ 的中 ��� ３２３０２（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．４―３４．６―４６．３―５８．１―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインドライブ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．６．１８ 福島１着

２００３．４．２生 �５鹿 母 ワルツダンサー 母母 ウィシングフォーアスター １６戦５勝 賞金 ８８，４９５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２９頭 アグネスマクシマム号・イリューシブネス号・ウエスタンマックス号・ガイアレーサー号・カネスラファール号・

クリーン号・グリーンアラモード号・サテライトキャノン号・サーチエネミー号・ジュークジョイント号・
シルクアルボーレ号・スズカフォイル号・スナークユーチャン号・セレスケイ号・ダイイチミラクル号・
タイキフェアレディ号・ダイショウジェット号・ダイワエンパイア号・タガノエスペランサ号・タケデンイーグル号・
ダノンビクトリー号・タマモグレアー号・パープルストック号・ハーベストシーズン号・ビコージェネラル号・
マジックボンバー号・ヤマタケゴールデン号・ユキノマーメイド号・ルミナスポイント号

※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。



１４０５９ ６月７日 晴 良 （２０東京３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第１３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・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（１着）
賞 品

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

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３６ ユ ビ キ タ ス 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 三石 村上牧場 ５６０± ０１：３５．１ ２．４�

４７ � シルクビッグタイム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠有限会社シルク久保田貴士 米 Polo Green
Stable ４９２± ０１：３６．２７ ５．４�

７１３� アポロドルチェ 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland
Farm ４６８＋ ２１：３６．３クビ ２２．５�

３５ � アンダーカウンター 牡３栗 ５６ 吉田 豊加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne
L Morris Sr. ４９２＋ ２ 〃 クビ ５１．１�

４８ スカーレットライン 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：３６．６１� ７１．８�
１２ アポロラムセス 牡３芦 ５６ 田中 勝春アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８６＋ ４ 〃 アタマ １０６．３�
１１ ナンヨーヒルトップ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム ４８４± ０ 〃 クビ ３６．９	
５１０ クリールパッション 牡３鹿 ５６ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４４６± ０１：３６．８１	 ２９．１

６１２ ドリームシグナル 牡３栗 ５６ 吉田 隼人セゾンレースホース� 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４６６＋ ２１：３６．９	 ９．３�
６１１ ウイントリガー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�ウイン 山内 研二 新冠 松本 信行 ４５４－ ４１：３７．１１ ４０．４�
２４ サダムイダテン 牡３栗 ５６ 武 豊大西 定氏 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４８４＋ ４１：３７．３１	 ４．３
５９ ロードアリエス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４９２－ ２１：３９．４大差 ２２．９�
７１４
 リ ュ ウ ケ ン 牡３鹿 ５６ 吉田 稔西村 正春氏 藤田 正治 静内 野表 篤夫 ５００－１０１：３９．６１ １８６．２�

（笠松） （愛知）

８１６ ドリームスカイラブ 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４７８± ０１：３９．８１� １２０．２�
８１５ ダイワマックワン 牡３鹿 ５６ D．ホワイト 大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：４０．１２ １５．４�

（香港）

２３ � タカラストーン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝村山 義男氏 国枝 栄 米 James M.
Herbener Jr. ５１０－ ９１：４０．７３	 １２３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１７，３７９，２００円 複勝： １５２，２８１，６００円 枠連： １１２，９７７，２００円

普通馬連： ６３５，４６９，５００円 馬単： ３９２，３６５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４５，９７３，７００円

３連複： ６４３，６４０，１００円 ３連単： １，４４６，０７２，２００円 計： ３，６４６，１５８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ４６０円 枠 連（３－４） ６２０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ９００円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� ４，６８０円 ３ 連 単 ��� １５，５９０円

票 数

単勝票数 計１１７３７９２ 的中 � ４００５３３（１番人気）
複勝票数 計１５２２８１６ 的中 � ５５８４７７（１番人気）� １８３５９２（２番人気）� ５３７５４（８番人気）
枠連票数 計１１２９７７２ 的中 （３－４） １３５７２５（１番人気）
普通馬連票数 計６３５４６９５ 的中 �� ６７７９３１（１番人気）
馬単票数 計３９２３６５４ 的中 �� ２５４５６５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４５９７３７ 的中 �� １４７８７１（１番人気）�� ３７８３６（８番人気）�� １４４５９（２９番人気）
３連複票数 計６４３６４０１ 的中 ��� １０１５１５（１４番人気）
３連単票数 計１４４６０７２２ 的中 ��� ６８４６７（３５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１２．１―１２．２―１１．９―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．６―４６．７―５８．９―１：１０．８―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユ ビ キ タ ス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００８．１．２６ 京都２着

２００５．３．１９生 牡３鹿 母 パローニアクレスト 母母 ハツピーガーランド ７戦４勝 賞金 ８５，２０９，０００円
〔発走状況〕 ダイワマックワン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ユビキタス号の騎手安藤勝己は，発走後まもなく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１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アドマイヤスワット号・アポロフェニックス号・イチオカ号・ウインマグナム号・キョウエイストーム号・

グラスブラスト号・グランドラッチ号・クレムリンエッグ号・コスモサレオス号・サンライズラッシュ号・
セイカアレグロ号・セッカチセージ号・ヒシオフェンス号・メジロガストン号・ヤマニンリュバン号・
レッツゴーヒチョリ号

（非抽選馬） ２頭 エムオーステージ号・クイックリープ号
※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。



１４０６０ ６月７日 晴 良 （２０東京３）第５日 第１２競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

１１ � エールスタンス 牝５黒鹿 ５５
５４ ☆田中 博康吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４４２－ ６２：０１．１ ２１．２�

７１０ アスクデピュティ 牝４栗 ５５ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ３．８�
４４ サプライズユー 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース浅野洋一郎 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋１０２：０１．４１� ２７．７�
３３ エプソムメサイア 牝５鹿 ５５ 江田 照男 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４５６－ ２ 〃 クビ １３１．７�
２２ マイネジャーダ 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人 �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 ４９８＋ ４２：０１．５� １４．８�

７９ ビターオレンジ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２２：０１．６� ９．４	
６８ ホワイトヴェール 牝４芦 ５５ 吉田 豊下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ２５．９

６７ ナショナルホリデー 牝４栗 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４２：０１．９１� １．９�
５５ トーホウシャイン 牝５黒鹿５５ 吉田 稔東豊物産� 崎山 博樹 門別 竹島 幸治 ４８０± ０２：０２．５３� １８．１�

（愛知）

８１２ ケンブリッジマイア 牝５栃栗 ５５
５２ ▲三浦 皇成中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム B４４６－ ６２：０２．９２� １０．３

５６ クールダンサー 牝５鹿 ５５
５２ ▲草野 太郎川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 沖田 博志 ４６６＋ ２ 〃 アタマ ２３０．９�

８１１ シルキーステラ 牝６青 ５５ 吉田 隼人有限会社シルク尾形 充弘 新冠 早田牧場新
冠支場 ４０４－１０２：０３．２２ ６７．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４２，３２７，９００円 複勝： ６０，１７４，８００円 枠連： ４６，１７７，４００円

普通馬連： １９５，９７２，３００円 馬単： １５６，７２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，１１６，２００円

３連複： １８８，３２１，３００円 ３連単： ５２１，３２４，５００円 計： １，２６２，１３７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１２０円 複 勝 � ５１０円 � １９０円 � ７７０円 枠 連（１－７） ２，８４０円

普通馬連 �� ３，９９０円 馬 単 �� １２，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� ３，６８０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� ２６，４８０円 ３ 連 単 ��� １９９，０４０円

票 数

単勝票数 計 ４２３２７９ 的中 � １５７８７（７番人気）
複勝票数 計 ６０１７４８ 的中 � ２８１８４（７番人気）� １０４４８４（２番人気）� １７４９５（９番人気）
枠連票数 計 ４６１７７４ 的中 （１－７） １２０１１（１１番人気）
普通馬連票数 計１９５９７２３ 的中 �� ３６２５４（１４番人気）
馬単票数 計１５６７２２８ 的中 �� ９５３０（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１１１６２ 的中 �� ９６０２（１４番人気）�� ３３５６（３７番人気）�� ６９６１（１７番人気）
３連複票数 計１８８３２１３ 的中 ��� ５２４９（６９番人気）
３連単票数 計５２１３２４５ 的中 ��� １９３３（４１８番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．７―１０．９―１１．４―１２．３―１２．５―１２．６―１２．０―１２．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２３．６―３４．５―４５．９―５８．２―１：１０．７―１：２３．３―１：３５．３―１：４８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．８

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

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

勝馬の
紹 介

�エールスタンス �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Bluebird

２００３．３．７生 牝５黒鹿 母 エリンバード 母母 Maid of Erin １７戦２勝 賞金 ３２，１５０，０００円
初出走 JRA

※シルキーステラ号は，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。



（２０東京３）第５日 ６月７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５０，０５０，０００円
１６，６００，０００円
１，９６０，０００円
２７，２６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，６９７，５００円
５，８６０，８００円
１，９０８，９００円

勝馬投票券売得金
４４６，９５８，０００円
７１４，０４１，１００円
５１５，５１３，９００円
２，０９０，７５４，８００円
１，５３１，３６５，８００円
５４９，９１２，５００円
２，３４１，６７５，７００円
２，８９０，６６１，２００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １１，０８０，８８３，０００円

総入場人員 ３８，３７７名 （有料入場人員 ３７，２３５名）




