
１４０６１ ６月８日 曇 良 （２０東京３）第６日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

８１６ メイショウワカツキ 牝３青 ５４ 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５２０＋ ２１：２５．６ ５．７�

２４ トーセンバスケット 牝３黒鹿５４ 加藤士津八島川 �哉氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ５０４＋ ２１：２６．５５ ８．１�
３５ ムーンアイル 牝３鹿 ５４ 津村 明秀吉田 好雄氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 ４３０＋ ６１：２６．６� １１８．０�
８１５ セレナジャスミン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成島川 利子氏 石栗 龍彦 静内 岡田スタツド ４４６＋ ８１：２６．８� ５４．２�
７１３ トーセンベルベット 牝３芦 ５４ 柴田 善臣島川 �哉氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４８６－ ６ 〃 ハナ ４．９�
２３ クインマキシマム 牝３栗 ５４ 吉田 豊保谷フミ子氏 矢野 照正 新冠 守矢牧場 ４３２± ０ 〃 アタマ ３７．４�
６１２ ア デ ニ ウ ム 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中川 公成 静内 岡田牧場 ４４２＋ ２１：２７．１２ ２．０

７１４ カリスマブラック 牝３黒鹿５４ 石橋 脩水谷八重子氏 柴田 政人 門別 富川牧場 ４６０ ―１：２７．６３ ５６．９�
５９ オンアンドオン 牝３栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗グリーンスウォード 菊川 正達 新冠 村上牧場 ４３４－ ４１：２７．９１� ９４．８�
４７ コパカバーナ 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ８ 〃 クビ ６７．９
４８ エイトシード 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信玉置 辰次氏 南田美知雄 静内 片岡 博 ４３２＋ ９１：２８．０クビ １８５．８�
１２ マリアージュ 牝３栗 ５４ 内田 博幸 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４２６＋ ８１：２８．１� １５．３�
５１０ アンジュポケット 牝３黒鹿５４ 小野 次郎 �ユートピア牧場 根本 康広 浦河 アイオイファーム ４５０＋ ６１：２８．８４ ５８．５�
３６ スピードローレル 牝３栗 ５４ 松岡 正海福島 実氏 相沢 郁 門別 坂東ファーム ４６０－ ４１：２９．３３ ４８．７�
６１１ カシノジュリア 牝３芦 ５４

５１ ▲丸田 恭介柏木 務氏 天間 昭一 浦河 惣田 英幸 ４３８－１４１：３０．１５ ３３９．２�
１１ スイートシャーク 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義シンボリ牧場 奥平 雅士 静内 シンボリ牧場 ４９０ ―１：３０．３１� ２５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９３９，８００円 複勝： ４０，０７５，７００円 枠連： ２４，７６４，２００円

普通馬連： ９４，５０８，６００円 馬単： ９１，１６３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６４４，４００円

３連複： １３９，４７６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４４３，５７２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２８０円 � ２５０円 � ３，５１０円 枠 連（２－８） １，４３０円

普通馬連 �� １，８００円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １０，２７０円 �� ７，６３０円

３ 連 複 ��� ８２，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２９３９８ 的中 � ３２０１５（３番人気）
複勝票数 計 ４００７５７ 的中 � ４０７２９（４番人気）� ４９４８５（３番人気）� ２４０５（１４番人気）
枠連票数 計 ２４７６４２ 的中 （２－８） １２７９５（７番人気）
普通馬連票数 計 ９４５０８６ 的中 �� ３８８４９（６番人気）
馬単票数 計 ９１１６３３ 的中 �� １９１５１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６４４４ 的中 �� １１６０９（７番人気）�� ７０８（５７番人気）�� ９５５（５３番人気）
３連複票数 計１３９４７６０ 的中 ��� １２５４（１２９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．２―１２．４―１２．３―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３５．４―４７．８―１：００．１―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウワカツキ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００７．１２．８ 阪神５着

２００５．２．２４生 牝３青 母 シ ー ヴ ェ 母母 Eaves ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走状況〕 エイトシード号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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。
（非抽選馬） １頭 ソシアルチャーム号



１４０６２ ６月８日 曇 良 （２０東京３）第６日 第２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１１ � エビスオール 牝３青鹿 ５４
５１ ▲三浦 皇成加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon

Oaks Farm ４７６－１２１：１９．１ ８．１�

２３ トムアウトランダー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人松崎 勉氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 B４８０＋ ８１：１９．３１ ３０．１�
（４４９５）

２４ トランスワープ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５１６ ―１：１９．７２� ５．６�
６１２ タツタイコウ 牡３栗 ５６ 小野 次郎鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５００＋ ４１：１９．８� ２３．８�
７１４ ヒロノグレガ 牡３芦 ５６ 大野 拓弥山内 広氏 清水 美波 浦河 鈴木 武蔵 ４６２－１６ 〃 ハナ ６２．６�
４８ � フ ラ ラ イ ン 牝３栗 ５４ 松岡 正海吉澤 克己氏 手塚 貴久 米 Charles

Nuckols III ４６６± ０１：２０．０１� ３０．７�
４７ ナンヨーサンセット 牡３鹿 ５６ 福永 祐一中村 �也氏 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４１：２０．１クビ ３．０	
１２ ケイアイスウォード 牡３芦 ５６ 内田 博幸亀田 守弘氏 松山 康久 静内 松田 三千雄 ５２８－ ４ 〃 アタマ ２．７

８１５ フィールドスコープ 牝３青 ５４ 加藤士津八 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 ヒダカフアーム ４７０ ―１：２０．８４ １７４．７�
６１１ デルマアンタレス 牡３鹿 ５６ 的場 文男浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４８０－ ２１：２０．９� ５４．３

（大井）

７１３� インスティル 牝３鹿 ５４ 池添 謙一渡邊 隆氏 尾形 充弘 仏 Mr Takashi
Watanabe ４６６＋ ４ 〃 アタマ １４．３�

３５ ヨイチキング 牡３鹿 ５６
５３ ▲千葉 直人加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 一山牧場 ４９６ ―１：２１．８５ ２３８．３�

８１６� マルタカチェリー 牝３黒鹿５４ 鷹野 宏史高橋 義和氏 浅野洋一郎 米 Winches-
ter Farm ４７０ ―１：２１．９クビ ９８．０�

５９ トウショウコンパス 牡３栗 ５６
５３ ▲黛 弘人トウショウ産業� 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１８ ― 〃 クビ ２７７．４�
５１０ モルフェリメンバー 牡３鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４５６± ０１：２２．５３� ４６７．１�
３６ エ ク ラ タ ン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 浦河育成牧場 ４８６ ―１：２３．６７ ２８４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１２９，９００円 複勝： ３１，５９２，９００円 枠連： ２６，２２８，４００円

普通馬連： ９１，６５４，５００円 馬単： ８１，３０１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３２４，９００円

３連複： １２２，５６５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４０４，７９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２７０円 � ６００円 � ２４０円 枠 連（１－２） ５７０円

普通馬連 �� ８，１５０円 馬 単 �� １５，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３９０円 �� ９４０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� １７，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５１２９９ 的中 � ２４７１６（４番人気）
複勝票数 計 ３１５９２９ 的中 � ３２６８７（４番人気）� １２０３２（７番人気）� ３９３５６（３番人気）
枠連票数 計 ２６２２８４ 的中 （１－２） ３４２９７（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１６５４５ 的中 �� ８３０１（２４番人気）
馬単票数 計 ８１３０１５ 的中 �� ３９０４（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３２４９ 的中 �� ２６５１（２５番人気）�� ７１１８（１０番人気）�� ３８９８（２０番人気）
３連複票数 計１２２５６５６ 的中 ��� ５２１７（５１番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．８―１１．５―１２．２―１２．０―１２．４―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．７―２９．２―４１．４―５３．４―１：０５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エビスオール �
�
父 Chief Seattle �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００７．１０．２０ 東京８着

２００５．２．１８生 牝３青鹿 母 Auction Cat 母母 Antique Auction ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクラタン号は，平成２０年７月８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。
（非抽選馬） ４頭 エーシンリードモア号・スクロール号・デーワンハート号・ラピッドボーイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０６３ ６月８日 曇 良 （２０東京３）第６日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

８１５ コンヴィヴィオ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９０ ―１：３８．２ １２．９�

４７ ホウライブライアン 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４６０－ ４１：３８．３� １．５�
１２ ミンナデワンダー �３栗 ５６ 吉田 豊櫻井 正氏 和田 正道 浦河 モトスファーム ４５８－ ４ 〃 クビ １３．１�
６１２ シルクアルバス 牡３芦 ５６ 石橋 脩有限会社シルク伊藤 伸一 早来 ノーザンファーム ４８２－２２１：３８．８３ １２５．２�
３６ メイスンファースト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 ４７８－ ６１：３８．９� ５．２�
２４ トキメキボストン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４７０± ０１：３９．１１� ２９．６�
５９ シルクメルヴェイユ 牡３黒鹿５６ 田中 剛有限会社シルク星野 忍 門別 ヤナガワ牧場 ５０６＋ ６１：３９．５２� ６９．５	
７１４ コスモレッドホーク 牡３青鹿５６ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 門別 鹿戸 武光 ４６４＋ ８１：３９．８１� １９０．１

６１１ コスモミラージュ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム �田 研二 静内 増本 良孝 ４５８＋ ４１：４０．２２� ７０．４�
５１０ セイウンタナビク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 中本 隆志 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ３２．５
８１６ カラーチャージ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 谷川牧場 ４７２ ―１：４０．５１� ２６．１�
４８ ラヴファントム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４６０± ０１：４０．７１� １４．５�
７１３ クリーンドンダケ 牡３鹿 ５６ 田面木博公石橋 和夫氏 蛯名 信広 新冠 辻 和明 ４６０－１０１：４１．４４ ８０．６�
２３ ダブルナイト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲丸田 恭介小川 弘氏 天間 昭一 三石 米田 博 ４７４＋ ２ 〃 クビ ３３８．７�
３５ クリノトップロード 牡３鹿 ５６ 江田 照男栗本 博晴氏 内藤 一雄 門別 小屋畑 和久 ４８６＋ ４１：４３．８大差 ３６０．１�
１１ タイキイットウセイ 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 信岡牧場 ５２４ ―１：４５．４１０ １８０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，３３９，２００円 複勝： ５８，５４７，３００円 枠連： ３０，５１６，０００円

普通馬連： １０５，６４３，６００円 馬単： １０９，４２０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，７６６，６００円

３連複： １５１，４７３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５１９，７０６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ２９０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（４－８） ５８０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ３，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １，８３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ３，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０３３９２ 的中 � １８６４８（３番人気）
複勝票数 計 ５８５４７３ 的中 � ２６２０４（５番人気）� ３４０９５０（１番人気）� ３６４９１（４番人気）
枠連票数 計 ３０５１６０ 的中 （４－８） ３９４７０（２番人気）
普通馬連票数 計１０５６４３６ 的中 �� ７４７１３（４番人気）
馬単票数 計１０９４２０７ 的中 �� ２２６０１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３７６６６ 的中 �� ２０１７４（４番人気）�� ３９９７（２１番人気）�� ２９０５７（２番人気）
３連複票数 計１５１４７３２ 的中 ��� ３１５９８（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．７―４７．９―１：００．６―１：１２．８―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンヴィヴィオ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 アンバーシヤダイ 初出走

２００５．３．１８生 牡３栗 母 コンクラーベ 母母 コ ン カ ロ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 シルクメルヴェイユ号の騎手田中剛は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 タイキイットウセイ号は，競走中に疾病〔左第１指骨複骨折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用

を除外。
クリノトップロード号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 エクスタフネス号・ヤマノテイオー号



１４０６４ ６月８日 曇 良 （２０東京３）第６日 第４競走 ��１，８００�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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３６ ユノパラボリカ 牡３青鹿５６ 横山 典弘細川祐季子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２２－ ６１：４９．１ ２．４�

１２ チャイコフスキー 牡３青鹿５６ D．ホワイト 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５４４ ―１：４９．８４ ３．２�
（香港）

４７ マイネルバイタル 牡３栗 ５６ 武 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 ナカノファーム ４４８＋ ２１：４９．９� ２４．０�

２３ エイシンフレンチ 牡３栗 ５６ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５０６± ０１：５０．０� ６７．６�

５９ アドマイヤジョイ 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４７４－ ８１：５０．１� ５．４�

５１０ タイセイボナンザ 牡３栗 ５６
５３ ▲三浦 皇成田中 成奉氏 菊川 正達 門別 碧雲牧場 ４７２－１０ 〃 クビ １３．４�

７１３ バーチャルウォーズ 牡３青鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４± ０１：５０．２クビ １６．５	

４８ ダイワポーラスター 牡３栗 ５６ 内田 博幸大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４５２± ０１：５０．５２ ２０．４

１１ スズカニール 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ ２８６．９�
８１７ パーソナルテンエイ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人
天栄牧場 B４４０± ０１：５０．７１� ２８８．６�

８１８ オーシャンブリーズ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４７０± ０１：５０．８� ３０．４
６１１ アサヒバイブル 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿久野 正弘氏 内藤 一雄 門別 白井牧場 ４４０＋ ６ 〃 クビ ３３０．８�
６１２ ダイワコルベット 牡３黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４８２－ ２１：５１．０１� ３３．８�
７１５ ヒビキジュリアー 牝３黒鹿５４ 石橋 脩竹本 弘氏 斎藤 宏 新冠 蛯名牧場 ４５２＋ ２１：５１．２１� ４４２．１�
３５ マイネルパラスト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 青森 坂本 正紀 ４８６＋ ６ 〃 ハナ ９９．２�
７１４ モリガキラリ 牝３鹿 ５４ 江田 照男副島 義久氏 藤原 辰雄 浦河 川越牧場 ４４６± ０１：５１．６２� １７９．７�
８１６ オーミシンフォニー 牡３黒鹿５６ 石神 深一岩� 僖澄氏 佐々木亜良 浦河 一珍棒牧場 ４２０ ―１：５２．１３ ３６０．４�
２４ トミケンジェネール 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥冨樫 賢二氏 柴崎 勇 浦河 カナイシスタッド ４５０＋ ６１：５５．４大差 ９９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，６８６，９００円 複勝： ３７，２６１，１００円 枠連： ３０，３６９，６００円

普通馬連： １１０，７７７，３００円 馬単： ９９，２６８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，６４９，６００円

３連複： １４９，１３２，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４８９，１４５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ３１０円 枠 連（１－３） ６８０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ７１０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０６８６９ 的中 � １０２５７２（１番人気）
複勝票数 計 ３７２６１１ 的中 � １２１１５９（１番人気）� ５２０４５（３番人気）� ２１４９６（６番人気）
枠連票数 計 ３０３６９６ 的中 （１－３） ３３０７２（２番人気）
普通馬連票数 計１１０７７７３ 的中 �� １２９１９６（２番人気）
馬単票数 計 ９９２６８３ 的中 �� ５４４０９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１６４９６ 的中 �� ３１５０６（２番人気）�� １０５２５（８番人気）�� ４４２４（２１番人気）
３連複票数 計１４９１３２８ 的中 ��� ３１９９１（１０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１１．９―１２．２―１２．４―１２．５―１１．６―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３６．２―４８．４―１：００．８―１：１３．３―１：２４．９―１：３６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．８

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

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

勝馬の
紹 介

ユノパラボリカ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．４．２７ 東京４着

２００５．３．２９生 牡３青鹿 母 ユノブラウニー 母母 オ エ ノ セ ラ ３戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔制裁〕 トミケンジェネール号の調教師柴崎勇は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

タイセイボナンザ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トミケンジェネール号は，平成２０年７月８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 デルマカペラ号
※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。



１４０６５ ６月８日 曇 良 （２０東京３）第６日 第５競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３６ ディフュージョン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 門別 シンボリ牧場 ４９４－ ４２：１３．４ １３．８�

７１４ スーパーパワー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�グランド牧場 河野 通文 三石 元茂 義一 ５２２ ―２：１３．５� １０．１�
７１３ スガノゴールド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩菅原光太郎氏 松永 康利 静内 グランド牧場 ４５０＋ ２２：１４．６７ １４．７�
５１０ マイネルスカイハイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 ４８６± ０２：１５．１３ ２０．８�
２４ マイネルゼニット 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 川島牧場 ４９２± ０２：１５．２� ７１．３�
６１１ サクラデイブレイク 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己�さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ５２４－ ４２：１５．４１ ６．７	
２３ ビーマイドリーム 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ５２０－ ４ 〃 アタマ １３．８

１１ トーセンコックス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二島川 �哉氏 栗田 博憲 三石 平野牧場 ４８４＋ ２２：１５．５� ３．９�
５９ ランドジーニアス 牡３鹿 ５６ 的場 文男木村 善一氏 矢作 芳人 門別 日西牧場 ４４６＋ ４２：１５．８１� ４６．９

（大井）

８１５ ベルリンガー 牡３青鹿 ５６
５５ ☆田中 博康 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５００－１０２：１６．０１� ２４．８�

３５ ダンシングゴールド 牡３芦 ５６ 横山 典弘�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 ５０４± ０２：１６．２１ １９．７�
４８ マイネルレッチーノ 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４８０＋ ２２：１６．３� １０５．８�
６１２ ワ ン サ イ ド 牡３黒鹿５６ 福永 祐一塩入 満洋氏 平井 雄二 静内 田中 裕之 ４６６＋ ２２：１６．７２� ２３９．９�
１２ フサイチライジン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊関口 房朗氏 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４９８ ―２：１７．０２ ６７．６�
４７ ニシノソラフネ 牡３芦 ５６ 内田 博幸西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ５１２－ ８２：１８．５９ ３．２�
８１６� ダノンパース 牡３青鹿５４ 武 豊�ダノックス 森 秀行 豪 W C Pearce

Pty Ltd ４３８ ―２：１９．８８ ４３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２４２，９００円 複勝： ３８，６２２，１００円 枠連： ３２，１２５，５００円

普通馬連： １１１，６８０，４００円 馬単： ９１，３７７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，７５１，４００円

３連複： １５０，７４３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４８５，５４２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ４６０円 � ４００円 � ３４０円 枠 連（３－７） ２，０４０円

普通馬連 �� ５，８００円 馬 単 �� １２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３８０円 �� ２，１２０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� ２１，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７２４２９ 的中 � １５６５１（５番人気）
複勝票数 計 ３８６２２１ 的中 � ２１５１９（７番人気）� ２５２９７（６番人気）� ３０９４４（４番人気）
枠連票数 計 ３２１２５５ 的中 （３－７） １１６５０（９番人気）
普通馬連票数 計１１１６８０４ 的中 �� １４２３４（２２番人気）
馬単票数 計 ９１３７７１ 的中 �� ５２５３（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３７５１４ 的中 �� ３４８６（３１番人気）�� ３９３５（２６番人気）�� ４２２３（２３番人気）
３連複票数 計１５０７４３４ 的中 ��� ５０８６（７２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．５―３１．０―４４．３―５７．４―１：１０．６―１：２３．５―１：３６．３―１：４８．８―２：０１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．１
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディフュージョン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Green Desert デビュー ２００８．５．１０ 東京５着

２００５．４．２９生 牡３鹿 母 スイートフルーレ 母母 Kenbu ２戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンパース号は，平成２０年７月８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。



１４０６６ ６月８日 曇 良 （２０東京３）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２２ ダイバーシティ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５６－ ６１：４８．９ ４．４�

５８ スーパープライド 牡３栗 ５６ 内田 博幸村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４８２± ０１：４９．１１� １５．５�
３３ エアキリヤン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４２－ ２ 〃 クビ ７．９�
５７ コスモスパロウ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 中野 隆良 門別 佐々木牧場 ４７６＋ ２１：４９．３１� １０．４�
６１０� モエレカトリーナ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 三石 中村 和夫 ４４４± ０１：４９．５１� ８１．４�
６９ マイネルフェスタ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 船越 伸也 ５１２＋ ４１：４９．６� １４．８	
４５ 	 キャッツインブーツ 牡３栗 ５６ 武 豊山本 英俊氏 池江 泰寿 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd ５０６± ０１：５０．０２
 ２．５

１１ アポロクイック 牝３芦 ５４ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４６２＋ ８１：５０．１
 ４５．５�
４６ エイデンダンス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人永田 清男氏 高木 登 平取 協栄組合 B４６４＋ ６ 〃 クビ １２７．０�
８１４ リーベストラウム 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠�ミルファーム 斎藤 誠 静内 前谷 武志 ４７２－ ６１：５０．２クビ ４２．３
８１３ シャンパンファイト 牡３黒鹿５６ 池添 謙一青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５０４± ０１：５０．３� ５．６�
３４ エミネムシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４４６± ０１：５０．５１ ５７．０�
７１２ ウィンドチャイム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 市川フアーム ４４６－ ６１：５０．８１� １１０．７�

（１３頭）
７１１ ビービーモデナ 牝３芦 ５４ D．ホワイト �坂東牧場 土田 稔 門別 鹿戸 美明 ４６０－ ２ （競走除外）

（香港）

売 得 金

単勝： ３０，１０７，２００円 複勝： ４３，９６６，３００円 枠連： ３１，１９５，２００円

普通馬連： １２０，７０１，４００円 馬単： １０５，０１４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３３４，８００円

３連複： １４６，２３１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５１０，５５０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２３０円 � ３３０円 � ２２０円 枠 連（２－５） １，４００円

普通馬連 �� ３，１００円 馬 単 �� ５，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ６５０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ６，１８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ３０１０７２（返還計 １１６１９） 的中 � ５４７７５（２番人気）
複勝票数 差引計 ４３９６６３（返還計 １８０８０） 的中 � ５３９５８（４番人気）� ３１９７３（７番人気）� ５７１５７（３番人気）
枠連票数 差引計 ３１１９５２（返還計 ３０２） 的中 （２－５） １６５３８（７番人気）
普通馬連票数 差引計１２０７０１４（返還計 ７８５１８） 的中 �� ２８７４９（１５番人気）
馬単票数 差引計１０５０１４６（返還計 ７２５５３） 的中 �� １４９４３（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３３３３４８（返還計 ２６３５１） 的中 �� ７１３８（１７番人気）�� １３１８７（８番人気）�� ６１１０（１９番人気）
３連複票数 差引計１４６２３１３（返還計１８０９３１） 的中 ��� １７４８９（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．２―４８．９―１：０１．７―１：１４．３―１：２５．５―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．６

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

勝馬の
紹 介

ダイバーシティ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００８．５．１７ 東京１着

２００５．３．１２生 牡３鹿 母 メインスルー 母母 Main Prospect ２戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔競走除外〕 ビービーモデナ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻２分遅延。
〔制裁〕 エアキリヤン号の騎手田中勝春は，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１００，０００円。
※アポロクイック号・ウィンドチャイム号・エミネムシチー号・リーベストラウム号は，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を表示している。



１４０６７ ６月８日 曇 良 （２０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

２４ キングタキオン 牡４黒鹿５７ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 浦河 三嶋牧場 B４８８－ ４２：２７．４ ６４．３�

７１３ ショウナンラヴァー 牡４青鹿５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０－ ４ 〃 ハナ ２０．６�

７１４ ビービーファルコン �４鹿 ５７ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４４４＋ ２ 〃 ハナ １４．３�
３５ � レディカーニバル 牝４青鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗 �ロードホースクラブ 松山 将樹 三石 ケイアイファーム ４４４－１０２：２７．７１	 １２５．１�
６１２ マイネルブリアー 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 ５０２－ ４２：２８．０１	 １．９�
３６ マイネルコレドール 牡５鹿 ５７

５４ ▲丸田 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木亜良 浦河 北俣 光浩 B５２２＋ ２２：２８．２１
 ６２．４	

１２ � ナチュラルウェーブ 牡５鹿 ５７ D．ホワイト 山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Tower
Bloodstock B４６８＋ ８ 〃 クビ １０．８


（香港）

７１５ キングオブチャド 牡４鹿 ５７
５４ ▲三浦 皇成 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム B５３６－ ４２：２８．５１	 ３．０�

４８ � ルミノゴールド 牡４青鹿 ５７
５４ ▲草野 太郎尾上 松壽氏 松山 将樹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ４２：２８．６	 ２７８．３�
４７ マイネルプロメッサ 牡５栗 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 折手牧場 ５２４－ ２２：２９．０２
 ４０．４
１１ ラードロランダム �４鹿 ５７ 大庭 和弥村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 木戸口牧場 ４６８－ ４２：２９．１
 ７１．９�
５１０� ア ル ゴ 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳 �サンデーレーシング 武市 康男 追分 追分ファーム B４９０－ ２２：２９．８４ ９５．６�
２３ デ ザ フ ィ オ 牡４鹿 ５７ 的場 文男�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４６２＋ ６２：２９．９
 １９．３�

（大井）

８１６� サチノマックイーン 牡５鹿 ５７ 加藤士津八佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 門別 信育成牧場 ４３４－ ６２：３０．１１� ２７９．６�
６１１� アイスランドポピー 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣中山 速水氏 浅野洋一郎 静内 武 牧場 ４３０＋１４２：３０．３１� ２２４．１�
８１７� ゲンパチゴールド 牡４鹿 ５７ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 北星村田牧場 ４５０－１０２：３０．４
 ５２６．８�
８１８ イブキレボルシオン 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介中西 功氏 嶋田 功 門別 北陽ファーム ５２０± ０２：３０．５
 ５５．９�
５９ � ボ ル ガ 牝４鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４８０＋２６２：３４．７大差 ４１０．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，６１８，３００円 複勝： ３７，７８２，７００円 枠連： ３８，１０７，４００円

普通馬連： １２９，６２４，７００円 馬単： １２２，８６７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，８９６，８００円

３連複： １８３，０３９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５７７，９３７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，４３０円 複 勝 � １，３２０円 � ４３０円 � ４３０円 枠 連（２－７） １，１６０円

普通馬連 �� ３４，８３０円 馬 単 �� １１６，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，５１０円 �� ７，０８０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� １０５，０５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０６１８３ 的中 � ３７５６（１０番人気）
複勝票数 計 ３７７８２７ 的中 � ６８８９（１０番人気）� ２４３６５（４番人気）� ２４４８２（３番人気）
枠連票数 計 ３８１０７４ 的中 （２－７） ２４２７５（３番人気）
普通馬連票数 計１２９６２４７ 的中 �� ２７４７（４９番人気）
馬単票数 計１２２８６７６ 的中 �� ７８１（１１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５８９６８ 的中 �� １０２８（４９番人気）�� １２３８（４５番人気）�� ４５４５（１７番人気）
３連複票数 計１８３０３９６ 的中 ��� １２８６（１４２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１１．９―１２．４―１２．２―１２．５―１３．０―１３．０―１２．４―１１．８―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２３．９―３５．８―４８．２―１：００．４―１：１２．９―１：２５．９―１：３８．９―１：５１．３―２：０３．１―２：１５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．１
１
３

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

２
４

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

キングタキオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００６．７．２３ 新潟１０着

２００４．４．９生 牡４黒鹿 母 パ パ ゴ 母母 Passamaquoddy ２２戦２勝 賞金 １７，５８０，０００円
〔発走状況〕 デザフィオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボルガ号は，平成２０年７月８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 シルクバリアント号
（非抽選馬） ３頭 ウインスラッシュ号・エーブダンシング号・スカイウォーク号
※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。



１４０６８ ６月８日 曇 良 （２０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 （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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

２４ � マルターズマゼル 牡４鹿 ５７ 吉田 豊藤田与志男氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４３８－ ４１：２４．５ ９．０�

５９ � アグネスポライト 牡４鹿 ５７
５４ ▲三浦 皇成渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &

Cynthia Busby ４７６－１８１：２５．１３� ７．６�
３５ ピーチドラフト 牝４青鹿５５ 木幡 初広 �エムアンドアール 粕谷 昌央 新冠 斉藤 安行 ４８８＋ ４１：２５．２� ２６．８�
４７ ヤマニンプロローグ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B５０２－ ２１：２５．３	 ４４．７�
１１ 
 シーガルサリー 牝４栗 ５５ 福永 祐一齊藤四方司氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４５０－ ４１：２５．４クビ ２４．２�
４８ �
 スコルピオンキッス 牝４栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 米 Shadai Farm ４６０－ ２１：２５．５	 １．７	
７１３
 エムアイティアラ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治礒川 正明氏 佐々木亜良 静内（有）石川牧場 ４７４＋１２１：２５．８２ ５３．０

８１６ ツーオブキング 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�前川企画 尾形 充弘 平取 雅 牧場 ５１０＋ ４１：２６．０	 ５．５�
６１１ カーリアンダンス �４鹿 ５７ 武 豊伊藤 誠吉氏 池上 昌弘 門別 浦新 徳司 ４８６－ ８１：２６．２１ ２９．８�
８１５ デ ュ カ ス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 勝己氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４８２－１２１：２６．６２� ５３．３
６１２�
 パッパターチ 牡４栗 ５７ 鈴来 直人伊藤 信之氏 松山 将樹 米 Tadashi

Kitamura ４７０＋ ４１：２７．２３� ３８９．０�
５１０
 ルクラージュ 牝４栗 ５５

５２ ▲宮崎 北斗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 岡田牧場 ５２０＋１４１：２７．３� ３０４．０�

３６ アップグレーデッド 牡４芦 ５７ 加藤士津八�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ
ファーム ４７６＋ ８ 〃 ハナ １９．１�

１２ 
 オペラアンドワルツ 牝４栗 ５５ 石橋 脩�橋 修身氏 清水 英克 平取 高橋 啓 ４３２－１３ 〃 クビ ３６４．３�
２３ �
 マルゼンデピュティ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲丸田 恭介佐々木忠義氏 岩城 博俊 米 Sally J. Horn ４７６－ ８１：２８．６８ ２９０．７�

（１５頭）
７１４ バトルスクワート 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二宮川 秋信氏 本田 優 えりも 能登 浩 ４７０－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４２，９３７，４００円 複勝： ５０，４１３，７００円 枠連： ４３，１０５，４００円

普通馬連： １６７，２４３，３００円 馬単： １５６，８９７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，１５１，１００円

３連複： ２０５，３４３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ７０８，０９２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２２０円 � ２６０円 � ４１０円 枠 連（２－５） ３，１１０円

普通馬連 �� ３，３７０円 馬 単 �� ８，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� １，３６０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ８，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ４２９３７４（返還計 ５４７９） 的中 � ３７９６４（４番人気）
複勝票数 差引計 ５０４１３７（返還計 ９６５４） 的中 � ６９２２５（２番人気）� ５２８５２（３番人気）� ２８５３２（６番人気）
枠連票数 差引計 ４３１０５４（返還計 ９６４） 的中 （２－５） １０２３６（１３番人気）
普通馬連票数 差引計１６７２４３３（返還計 ７４８５９） 的中 �� ３６６３６（１１番人気）
馬単票数 差引計１５６８９７４（返還計 ６３６８０） 的中 �� １４２０５（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ４２１５１１（返還計 ２５２５４） 的中 �� １３２２２（７番人気）�� ７５６３（１７番人気）�� ７６５８（１６番人気）
３連複票数 差引計２０５３４３９（返還計１８２６８４） 的中 ��� １７０４５（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．５―４８．０―１：００．１―１：１２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．５
３ １６（１５，８）９（６，１１）（２，５）（７，１０）（１，１２）（４，１３）－３ ４ ・（１６，８）（９，１１）（１５，６，５）７（２，１）（４，１２，１３，１０）－３

勝馬の
紹 介

�マルターズマゼル �
�
父 Mazel Trick �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２００６．１２．２ 阪神９着

２００４．３．４生 牡４鹿 母 Dusty Ravi 母母 Dusty Gloves １２戦２勝 賞金 １６，９４０，０００円
〔競走除外〕 バトルスクワート号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻４分遅延。
〔制裁〕 アップグレーデッド号の騎手加藤士津八は，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。

アップグレーデッド号の騎手加藤士津八は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 ヴァイスハイト号・エイシンダンベリー号・カロンセギュール号・ゴッドギフトサイン号・ジャッキーライオン号・

ダイシンツウィギー号・トウカイカントリー号・レディプリンセス号



１４０６９ ６月８日 曇 良 （２０東京３）第６日 第９競走 ��
��１，４００�

わ か あ ゆ

若 鮎 賞
発走１４時２５分 （芝・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 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

２３ ランスロットル 牡３鹿 ５６ 武 豊�アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 ５５４－ ４１：２２．１ ２．８�

３６ ドラゴンファング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸加藤 守氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ４６６－ ８１：２２．３１� ２．８�

７１５ ドリームゼロワン 牡３栗 ５６ 池添 謙一セゾンレースホース� 加用 正 静内 サンコウ牧場 ５０２－ ４１：２２．６１� ５．５�
５１０ レオブルース 牡３鹿 ５６ 江田 照男�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４７８＋ ６ 〃 クビ １８．３�
８１８ ヘヴンリークルーズ 牝３黒鹿５４ D．ホワイト �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４＋１６１：２２．９２ １４．５�

（香港）

１２ ターニングポイント 牡３青鹿５６ 吉田 豊山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４５０－ ８１：２３．２１� １５．５�
１１ � イナズマレオ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人小泉 賢悟氏 	田 研二 新冠 ヒノデファーム ４７０＋ ２１：２３．５２ １２０．０

６１１� ミサトバレー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４２６± ０ 〃 ハナ ６９．３�
７１３ コスモポッケ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ４１：２３．６� ２９．４
８１６ マイネルピリアー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 羽月 友彦 新冠 ビッグレッドファーム ４４８－ ６１：２３．７クビ ７４．９�
４８ マルブツキング 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４７８－１０１：２３．８� ７８．２�
２４ � ピンクバーディー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４６６－ ４１：２４．０１	 １５０．２�
７１４ ジェヴォーナ 牝３栗 ５４ 小林 淳一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 静内 武岡牧場 ４０４－ ４１：２４．１	 ５６．５�
６１２ ローレルエルヴェル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４３４－ ２ 〃 アタマ １９．４�
４７ 
 マルダイビレー 牝３鹿 ５４ 的場 文男�栄光開発 佐々木 仁 三石 パラダイス・

ファーム ４２８＋ ８１：２４．３１	 ２０３．９�
（川崎） （大井）

８１７ ギンザグリングラス 牡３芦 ５６ 的場 勇人有馬 博文氏 天間 昭一 浦河 中脇 満 ４４４＋ ６１：２４．４クビ ２３７．０�
５９ � ス タ ー ダ ム 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 静内 荒谷 英俊 B４７６－ ４ 〃 ハナ ２０５．９�
３５ スズノカイソク 牡３栗 ５６ 高山 太郎小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 早来 ノーザンファーム ５１８± ０１：２４．５� ２６２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４５，８９１，９００円 複勝： ５６，１６８，５００円 枠連： ４７，７６７，４００円

普通馬連： ２１２，８５９，６００円 馬単： １４２，９３９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，１８３，２００円

３連複： １９６，３９１，５００円 ３連単： ４８５，２８４，９００円 計： １，２３８，４８６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（２－３） ３８０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ３６０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ３，２３０円

票 数

単勝票数 計 ４５８９１９ 的中 � １３０７０８（１番人気）
複勝票数 計 ５６１６８５ 的中 � １２６６１０（２番人気）� １４７４９９（１番人気）� ６５８８７（３番人気）
枠連票数 計 ４７７６７４ 的中 （２－３） ９５０１４（１番人気）
普通馬連票数 計２１２８５９６ 的中 �� ４００３９３（１番人気）
馬単票数 計１４２９３９０ 的中 �� １２３７８６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１１８３２ 的中 �� ８４１４６（１番人気）�� ３１９７７（３番人気）�� ３４９８３（２番人気）
３連複票数 計１９６３９１５ 的中 ��� １８５３８１（１番人気）
３連単票数 計４８５２８４９ 的中 ��� １１１０２１（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．２―５８．４―１：１０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ ３（６，１７）１８，２（１０，５，７）１５（４，１２）（１，８，１１，１３）（１４，１６）９ ４ ３（６，１７）（２，１８，１０）－（１，７，１５）（１１，１２）（４，５，１３）１４（８，１６）９

勝馬の
紹 介

ランスロットル �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００８．３．２９ 阪神８着

２００５．４．１１生 牡３鹿 母 ゴールデンカラーズ 母母 Winning Colors ４戦２勝 賞金 １８，２８３，０００円
〔制裁〕 ピンクバーディー号の騎手大庭和弥は，３コーナー手前で外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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ナムラノブナガ号
※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。



１４０７０ ６月８日 晴 良 （２０東京３）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

しょうなん

湘南ステークス
発走１５時００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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４８ トップオブツヨシ 牡５鹿 ５７ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６１：３４．３ １５．６�

１１ テイエムアタック 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４８８± ０ 〃 クビ ２．２�
５１０ スズカコーズウェイ 牡４栗 ５７ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７４－ ２１：３４．４クビ ４．２�
２４ ダイシングロウ 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５０６－ ６１：３４．７２ ５．６�
７１３ ウエスタンヒート 牡４鹿 ５７ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ３２．８�
７１４ マイネルクラッチ 牡４鹿 ５７ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ ２２．７�
３６ マルブツライト 牡６鹿 ５７ 松岡 正海大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ７４．７	
３５ ア ク レ イ ム 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２１：３４．８� ３４．７

４７ ユウタージャック 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７０－ ４１：３４．９� ３１．７�
５９ アドマイヤヘッド 牡４芦 ５７ 村田 一誠近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ８４．１�
２３ コ パ ノ ス ケ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４８６＋ ４１：３５．０クビ ２１．２
８１５ ハネダテンシ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４９８＋ ８ 〃 ハナ １２８．４�
６１１ アップルサイダー 牡４青鹿５７ 小野 次郎野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム ４９８＋ ４１：３５．１� １２．７�
８１６ バルバレスコ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７２－ ２１：３５．２� １２０．２�
１２ レッドビームシチー 牡６鹿 ５７ 横山 典弘 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 ４８８± ０１：３６．０５ ９５．１�
６１２ トラストセレビー 牡８鹿 ５７ 横山 義行菅波 雅巳氏 西塚 安夫 浦河 梅田牧場 ５３０－ ２１：３６．１� ４３１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５９，１９０，７００円 複勝： ７０，０１１，９００円 枠連： ６６，５６６，５００円

普通馬連： ２９８，１７１，４００円 馬単： １９３，９６９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６９，１１２，９００円

３連複： ２７７，５５４，９００円 ３連単： ６６３，７８７，４００円 計： １，６９８，３６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ２７０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（１－４） ９９０円

普通馬連 �� １，７００円 馬 単 �� ４，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ６８０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，６７０円 ３ 連 単 ��� １４，７９０円

票 数

単勝票数 計 ５９１９０７ 的中 � ２９９７０（５番人気）
複勝票数 計 ７００１１９ 的中 � ４６０９１（５番人気）� １９１４２５（１番人気）� １４４８０７（２番人気）
枠連票数 計 ６６５６６５ 的中 （１－４） ４９９２２（４番人気）
普通馬連票数 計２９８１７１４ 的中 �� １２９８１２（５番人気）
馬単票数 計１９３９６９４ 的中 �� ２９０６５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６９１１２９ 的中 �� ２１２５３（７番人気）�� ２２６７８（６番人気）�� ９７１２８（１番人気）
３連複票数 計２７７５５４９ 的中 ��� １２２８４９（３番人気）
３連単票数 計６６３７８７４ 的中 ��� ３３１３１（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．５―３５．２―４７．４―５９．４―１：１０．５―１：２２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップオブツヨシ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１１．１９ 京都１着

２００３．３．２７生 牡５鹿 母 ラ テ ル ネ 母母 ヨシオカザン ２９戦５勝 賞金 １３１，６７２，０００円



１４０７１ ６月８日 晴 良 （２０東京３）第６日 第１１競走
第５８回農林水産省賞典

��
��１，６００�安 田 記 念（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （アジアマイルチャレンジ 最終戦） （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 ３，８６４，０００円 １，１０４，０００円 ５５２，０００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
厩務員賞 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

３５ ウ オ ッ カ 牝４鹿 ５６ 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４８６＋ ８１：３２．７ ４．１�

８１６� ア ル マ ダ �７栗 ５８ D．ホワイト Y．ウォン氏 J．サイズ 新
Miss
J.Fleming,G.G.Jam
es & T.E.Jamison

５１２＋ ６１：３３．３３	 １５．５�
（Armada（NZ）） （香港） （香港）

２３ 
 エイシンドーバー 牡６栗 ５８ 福永 祐一平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-
ana Farm ４６４＋ ４１：３３．４� ３３．６�

７１４ エアシェイディ 牡７栗 ５８ 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 ４８４－１０ 〃 アタマ １９．９�
８１７ スズカフェニックス 牡６栗 ５８ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ ５．３�
５１０
 コンゴウリキシオー 牡６鹿 ５８ 藤田 伸二金岡 久夫氏 山内 研二 愛

Pacello S. A. and
A. Swersky and
Associates

５０６－ ７１：３３．５クビ ２３．０�
１２ キストゥヘヴン 牝５鹿 ５６ 勝浦 正樹吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４３０－ ４１：３３．６� ５１．６	
６１１ スーパーホーネット 牡５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 ４６６＋ ４１：３３．７� ４．１

３６ オーシャンエイプス 牡４鹿 ５８ 吉田 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４８０＋ ４１：３３．９１� ２６．０�
８１８ ドリームジャーニー 牡４鹿 ５８ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１４－１２ 〃 クビ ４２．３
１１ ハイアーゲーム 牡７青鹿５８ 内田 博幸臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５２６＋１２１：３４．０� ３４．７�
６１２
 ドラゴンウェルズ 牡５鹿 ５８ 鮫島 良太窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-

bred Partnership ４９２＋ ６１：３４．１	 １４６．９�
４８ ジョリーダンス 牝７芦 ５６ 安藤 勝己小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４８２± ０１：３４．３１	 ５５．３�
７１５� ブリッシュラック �９鹿 ５８ B．プレブル W．ウォン氏 A．クルーズ 米 Max Morris &

Isabel Morris B５４２－２１１：３４．４クビ ４９．７�
（Bullish Luck（USA））（香港） （香港）

７１３ ピンクカメオ 牝４鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム ４７０－ ６１：３４．９３ ７６．１�
２４ ニシノマナムスメ 牝４青鹿５６ 吉田 隼人西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４４８－ ８１：３５．０	 ４７．１�
４７ � グ ッ ド バ バ �６鹿 ５８ O．ドゥルーズ S．ユン氏 A．シュッツ 米 Haras Santa Ma-

ria de Araras S.A. ４８４－１５１：３５．１� ５．１�
（Good Ba Ba（USA）） （香港） （香港）

５９ アイルラヴァゲイン 牡６鹿 ５８ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ２１：３５．２� １１１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４９５，０２０，２００円 複勝： ４９１，０７９，９００円 枠連： ７４６，３３１，１００円

普通馬連： ３，２８２，３１０，６００円 馬単： １，８９３，３１４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６６５，８７４，２００円

３連複： ３，５６３，１４３，９００円 ３連単： ８，２９４，３４７，０００円 計： １９，４３１，４２１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １９０円 � ４７０円 � ７２０円 枠 連（３－８） ７２０円

普通馬連 �� ３，６８０円 馬 単 �� ５，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� ２，０４０円 �� ４，８８０円

３ 連 複 ��� ３１，７１０円 ３ 連 単 ��� １４５，６９０円

票 数

単勝票数 計４９５０２０２ 的中 � ９５３６２２（２番人気）
複勝票数 計４９１０７９９ 的中 � ８５６５５０（２番人気）� ２４９８４３（５番人気）� １５１７５３（８番人気）
枠連票数 計７４６３３１１ 的中 （３－８） ７７１５８８（１番人気）
普通馬連票数 計３２８２３１０６ 的中 �� ６５９６７０（８番人気）
馬単票数 計１８９３３１４４ 的中 �� ２３４２５１（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６６５８７４２ 的中 �� １１６８８２（９番人気）�� ８０６４１（１９番人気）�� ３２９２１（５４番人気）
３連複票数 計３５６３１４３９ 的中 ��� ８２９４３（９１番人気）
３連単票数 計８２９４３４７０ 的中 ��� ４２０１７（４０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．２―３４．６―４６．２―５７．９―１：０９．３―１：２０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ オ ッ カ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２００６．１０．２９ 京都１着

２００４．４．４生 牝４鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ １４戦６勝 賞金 ５６８，００２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ブリッシュラック号の騎手B．プレブルは，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 レゴラス号
※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。



１４０７２ ６月８日 晴 良 （２０東京３）第６日 第１２競走 ��
��１，４００�

み う ら

三 浦 特 別
発走１６時２０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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

２３ � ボーナスフィーバー 牡５鹿 ５７ 武 豊青山 洋一氏 森 秀行 米 Arthur Hancock
& Stonerside Ltd. ４６４－１８１：２４．２ ９．８�

２４ ソフトパワー 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４９６± ０１：２４．３� ２０．６�
３６ カブキメーク 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム B４８８± ０１：２４．４� ８．１�
８１５ ブ レ イ バ ー 牡５鹿 ５７ O．ドゥルーズ 古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ４．８�

（香港）

５９ スリーサンフレンチ 牡５鹿 ５７ 的場 勇人永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８２± ０１：２４．６１	 ９．２�
４８ コパノカチドキ 牡５鹿 ５７ D．ホワイト 小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４８４－１０１：２５．１３ １１．８�

（香港）

７１３� アポロダヴィンチ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.
Nash ４９４＋ ２１：２５．３１� ４．１	

６１２� レッドスポーツカー 牡５鹿 ５７ 田中 博康藤田与志男氏 天間 昭一 米 Gilbert G.
Campbell B４５６－ ４１：２５．５
 ３８．７


４７ ケルティックハープ 牝４栗 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４± ０ 〃 アタマ ２１．７�

１２ タケデンノキボー 牡７鹿 ５７ 高橋 智大武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ５１８± ０１：２５．７１	 ７８．３�
５１０ ファインスティール 牡６鹿 ５７ 村田 一誠 キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５１２－ ２ 〃 クビ ３３．８�
１１ ダンシングホーク 牡９黒鹿５７ 伊藤 直人サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 B５０４－２０ 〃 ハナ １４０．２�
３５ セイウンマル 牡５黒鹿５７ 津村 明秀西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６４－ ４１：２６．３３� ３１．４�
８１６ マイティシルバー 牡６鹿 ５７ 福永 祐一世賀 聖啓氏 領家 政蔵 静内 静内酒井牧場 ４６８＋ ８ 〃 アタマ ７．５�
７１４� ガ オ ウ 牡４鹿 ５７ 的場 文男井上 友賢氏 堀井 雅広 新冠 村田牧場 B４３８＋ ８１：２７．１５ ２１．８�

（大井）

６１１ ダイショウゴードン 牡６鹿 ５７ 内田 博幸馬場 �晃氏 佐々木亜良 静内 三木田 明仁 B４６８＋ ８１：２７．３１	 ９７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６４，６２０，８００円 複勝： ８８，８３３，０００円 枠連： １０８，８７７，５００円

普通馬連： ３６４，４８１，５００円 馬単： ２１５，０５７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ８８，７０６，９００円

３連複： ３６０，１４８，７００円 ３連単： ８０２，０９０，９００円 計： ２，０９２，８１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３６０円 � ４７０円 � ３２０円 枠 連（２－２） ９，３７０円

普通馬連 �� ８，４２０円 馬 単 �� １４，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２５０円 �� １，５６０円 �� ２，２００円

３ 連 複 ��� ２１，１７０円 ３ 連 単 ��� １２５，０５０円

票 数

単勝票数 計 ６４６２０８ 的中 � ５２０１９（６番人気）
複勝票数 計 ８８８３３０ 的中 � ６６３１１（６番人気）� ４７１４３（８番人気）� ７６０４８（５番人気）
枠連票数 計１０８８７７５ 的中 （２－２） ８５７７（２６番人気）
普通馬連票数 計３６４４８１５ 的中 �� ３１９６６（３５番人気）
馬単票数 計２１５０５７７ 的中 �� １１２１８（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８７０６９ 的中 �� ９６７２（３０番人気）�� １４２０６（１６番人気）�� ９８７５（２８番人気）
３連複票数 計３６０１４８７ 的中 ��� １２５５９（７３番人気）
３連単票数 計８０２０９０９ 的中 ��� ４７３４（４１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１２．０―１２．２―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．４―４６．４―５８．６―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ボーナスフィーバー �
�
父 Seeking the Gold �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．４．２９ 京都１５着

２００３．４．１０生 牡５鹿 母 Angel Fever 母母 Rowdy Angel ２０戦２勝 賞金 ４０，１５７，０００円
［他本会外：３戦２勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）４２頭 アイアムレギュラー号・アタゴハヤブサ号・アロド号・ウイビリーブ号・ウインアンジェラス号・エイワナギ号・

オペラダンディ号・オポテューニティ号・カフェリバティー号・キラライットウセイ号・クリアエンデバー号・
グリンガレット号・クレヨンルージュ号・グローバルボンバー号・ケイアイプラネット号・コウジンアルス号・
ゴービハインド号・シベリアンライオン号・シルキーステラ号・スターボイジャー号・スリーセブンスピン号・
セトノヒット号・ソブリンブライト号・チェリークラウン号・テイエムスカット号・デジデーリオ号・
テンザンモビール号・トレトレジョリ号・トーセンマキシマム号・ナイキアプロード号・ナンヨーノサガ号・
ニシノテンカ号・パレスドン号・ピサノヨシツネ号・ビッグポパイ号・フォワードダンサー号・
プライベートプラン号・マイネルガッチャ号・マルターズコッパー号・メインザナゲット号・レッドキャタピラー号・
ローランバーク号

※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。



（２０東京３）第６日 ６月８日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９６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

３６１，２４０，０００円
２５，５９０，０００円
７，４５０，０００円
４０，８５０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６８，２０４，０００円
５，７６２，０００円
１，９７９，６００円

勝馬投票券売得金
９０４，７２５，２００円
１，０４４，３５５，１００円
１，２２５，９５４，２００円
５，０８９，６５６，９００円
３，３０２，５９１，０００円
１，１４２，３９６，８００円
５，６４５，２４４，８００円
１０，２４５，５１０，２００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 ２８，６００，４３４，２００円

総入場人員 ６６，９５７名 （有料入場人員 ６５，２８６名）




