
１４０７３ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 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

２２ グレイスフルムーヴ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 ４４４＋１８１：２５．３ ６．１�

３４ ソシアルチャーム 牝３鹿 ５４
５３ ☆田中 博康臼田 浩義氏 清水 利章 門別 下河辺牧場 ５５２＋ ４ 〃 クビ ９．７�

４７ サウスアミューズ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一南波 壽氏 土田 稔 三石 土田 和男 B４４２＋ ４１：２６．１５ ９．６�
７１２ チョコサンデー 牝３青鹿５４ 左海 誠二山田 和正氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４６＋１０１：２６．７３� ５８．８�

（船橋）

６１１ メイショウダイアナ 牝３黒鹿５４ 武 豊松本 好�氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４１８－ ６１：２６．８� １４．２�
１１ ラブエッセンス 牝３鹿 ５４ 内田 博幸ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ２．１�
８１４ カシノマチャガ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人柏木 務氏 沢 峰次 新冠 五丸農場 B４６４＋ ２ 〃 ハナ ８１．３	
２３ リバーチャーム 牝３鹿 ５４ 石橋 脩泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４９２± ０１：２７．０１� ２５７．１

５８ ケイアイスマート 牝３黒鹿５４ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 静内 静内酒井牧場 ４６６－ ２ 〃 アタマ ５１．８�
７１３ オーシャンウインド 牝３栗 ５４ 藤田 伸二小野森浩之氏 中島 敏文 新冠 飛渡牧場 ４５２－ ６１：２７．２１� １０．３
６１０ ホワッツモア 牝３芦 ５４ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ４１：２７．７３ ７．６�
４６ ソフィアクィン 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人浦新 �司氏 小林 常泰 門別 浦新 徳司 ４６０＋ ４１：２８．５５ ２７３．４�
８１５ ト キ ン ナ ル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 北島牧場 ４７０－１８１：２９．０３ ２８．４�
５９ スプラッシュアイ 牝３青鹿５４ 大庭 和弥河村 �平氏 高橋 義博 浦河 吉田 又治 ４５８－ ２１：３１．２大差 ９３．９�
３５ ジャックフェアリー 牝３黒鹿５４ 武士沢友治�千早クラブ 伊藤 正徳 門別 古川 優 ５００ ―１：３５．２大差 ７６．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，３３４，７００円 複勝： ３５，３１４，５００円 枠連： ２２，０８８，４００円

普通馬連： ８２，３６１，５００円 馬単： ７８，４０１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０１８，０００円

３連複： １１９，９６９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３８６，４８８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２４０円 � ３５０円 � ２６０円 枠 連（２－３） ３，０５０円

普通馬連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ５，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ７００円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ７，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１３３４７ 的中 � ２７８２１（２番人気）
複勝票数 計 ３５３１４５ 的中 � ４１１６８（２番人気）� ２４６００（６番人気）� ３７２７４（５番人気）
枠連票数 計 ２２０８８４ 的中 （２－３） ５３４９（１３番人気）
普通馬連票数 計 ８２３６１５ 的中 �� ２３２７３（９番人気）
馬単票数 計 ７８４０１７ 的中 �� １００６３（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０１８０ 的中 �� ７４３９（１２番人気）�� ９７３５（７番人気）�� ６００９（１５番人気）
３連複票数 計１１９９６９５ 的中 ��� １１２２５（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．６―４８．０―１：００．４―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイスフルムーヴ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．３．１５ 中山４着

２００５．３．１１生 牝３鹿 母 アナボタフォゴ 母母 Graceful Touch ４戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプラッシュアイ号・ジャックフェアリー号は，平成２０年７月１４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 アドマイヤレゾン号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ヒカルスパイラル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０７４ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７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）

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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１６ コスモビースト 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 伏木田牧場 ４６８＋ ８１：３８．１ １３．８�

３５ ド ン ダ ケ ー 牝３栗 ５４
５３ ☆的場 勇人坂田 行夫氏 萱野 浩二 浦河 村下農場 ４５４＋ ２１：３８．４２ ３．０�

６１２ チャームベル 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信タマモ� 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 ３９４－ ２１：３９．０３� ３７．０�
７１３ ツクバプリティ 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康荻原 昭二氏 高橋 祥泰 門別 ヤナガワ牧場 ４１６± ０ 〃 クビ ５．８�
３６ カシノシンケン 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真柏木 務氏 二本柳俊一 門別 サンバマウン
テンファーム B４７２－ ２１：３９．１� ３３．９�

５１０ テキサスホールデム 牡３鹿 ５６
５５ ☆浜中 俊�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 川島 貞二 ４９８＋ ８１：３９．３� １４．１	

６１１ グレイシャーピーク 牡３黒鹿５６ 水出 大介 �サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５３４ ― 〃 クビ ５０．７

２４ サブマリンスカウト 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介坂田 行夫氏 中野渡清一 静内 藤本牧場 ４７６＋ ６１：３９．４クビ ８５．６�
１１ トラストミツル 牡３栗 ５６

５３ ▲三浦 皇成菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 B５０８－ ４１：３９．６１� ２．４�
５９ コアレスルドルフ 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人小林 昌志氏 成島 英春 門別 原田牧場 ４５２＋ ４１：３９．９１� ２５．１
４８ ウェディングコパ 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭小林 祥晃氏 上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９０＋ ６１：４０．４３ １１０．５�
２３ サチノスクランブル 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎佐藤 幸彦氏 嶋田 潤 門別 中村牧場 B４７６－ ２１：４０．５� ６０．８�
４７ ラブリーアゲン 牝３栗 ５４ 佐久間寛志浅川 皓司氏 萱野 浩二 静内 由利 徳之 ４５２± ０１：４０．９２� ２９０．５�
８１５ スカイラプター 牡３鹿 ５６ 小島 太一吉田 昭一氏 鈴木 勝美 浦河 木村牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ２４９．６�
７１４ ヨシモンドノスケ 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 浦河 金石牧場 ４６０－ ４１：４１．２１� ７０．０�
１２ レイソニック 牡３栗 ５６ 高野 和馬関 駿也氏 畠山 重則 宮城 関兵牧場 ４８０ ―１：４６．９大差 １６４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９０９，０００円 複勝： ３０，１０４，５００円 枠連： ２５，２５７，５００円

普通馬連： ７６，９５０，２００円 馬単： ７７，４４１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５１９，９００円

３連複： １１７，６１６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３７０，７９８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ４６０円 � １３０円 � ７５０円 枠 連（３－８） ２，４６０円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ６，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ４，７７０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� １７，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８９０９０ 的中 � １０８６０（４番人気）
複勝票数 計 ３０１０４５ 的中 � １３２０９（５番人気）� ９５８５７（１番人気）� ７４５５（８番人気）
枠連票数 計 ２５２５７５ 的中 （３－８） ７５９８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７６９５０２ 的中 �� ２１２４６（７番人気）
馬単票数 計 ７７４４１１ 的中 �� ８４９６（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５１９９ 的中 �� ６６６３（７番人気）�� １２１６（３８番人気）�� ５４７３（１１番人気）
３連複票数 計１１７６１６１ 的中 ��� ５０２５（４３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．６―１２．２―１２．４―１２．７―１３．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．５―３５．１―４７．３―５９．７―１：１２．４―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモビースト �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 ハートレイク デビュー ２００８．１．１３ 中山６着

２００５．３．４生 牡３栗 母 エクスアローン 母母 エアマローン ６戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔制裁〕 サブマリンスカウト号の騎手池崎祐介は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイソニック号は，平成２０年７月１４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 シャンドルール号・ストロングマリオン号
（非抽選馬） ３頭 トミケンクルーク号・ブルーサイクロン号・マルブツシャトル号



１４０７５ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７日 第３競走 ��
��１，４００�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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

８１８ ドナヴィラージュ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 北星村田牧場 ４１２－ ４１：２２．８ １２．８�

８１７ キタノオーロラ 牝３栗 ５４ 吉田 豊�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４６０± ０１：２３．０１� ７．３�
５１０ サマーアクトレス 牝３黒鹿５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４６６± ０１：２３．１� ８．８�
８１６ ダイワデューク 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４３０± ０１：２３．２� ５．３�
３５ ディーエスファジー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 様似 猿倉牧場 ４６０－ ２１：２３．４１� ３６．３�
２３ スズヨコジーン 牡３芦 ５６ 田中 勝春鈴木与四郎氏 根本 康広 浦河 丸村村下

ファーム ４６０＋ ６１：２３．５� ９．７	
７１５ ナニワプレストン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人村田 哲朗氏 平井 雄二 新冠 新冠伊藤牧場 ４６２± ０１：２３．７１� ７４．３

２４ 	 コラデピーノ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣松尾 正氏 石毛 善彦 米 Samuel

M. Smith ４２４± ０１：２３．９１� １５．７�
１１ スマートラヴ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義大川 徹氏 栗田 博憲 三石 仲野牧場 ４８８－ ２１：２４．０� ３．３�
７１４ エフティメガミ 牝３黒鹿５４ 武 豊吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４８２＋１６１：２４．１� １２．３
４７ カ ン タ カ 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹�広富牧場 成島 英春 門別 広富牧場 ４３０－１０ 〃 ハナ ３４．３�
６１２	 シーキングオアシス 牝３栗 ５４ 藤田 伸二吉田 和子氏 戸田 博文 米 Stonestreet

Mares LLC. ４５８＋ ４１：２４．５２� １６．５�
４８ 	 シルクバーディー 牡３栗 ５４ 増沢由貴子有限会社シルク鹿戸 雄一 豪 Kendel

Park Stud ４４４－ ４１：２４．６� １６５．９�
１２ ロッキーローレル 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人保坂 義貞氏 菅原 泰夫 門別 千葉飯田牧場 ４３４＋ ４ 〃 アタマ ３５．２�
７１３ ドリームオブワイ 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮湯澤 寛氏 高橋 裕 様似 湯澤 寛 ４３６＋２８ 〃 クビ ２７１．８�
３６ リバーブレイブ 牡３栗 ５６ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 広中 稔 B４７６－ ６１：２４．７� １９６．６�
５９ エアベルヴュー 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４６６ ―１：２５．１２� ４８．３�

（１７頭）
６１１ ヤマニンシュエット 牝３栗 ５４ 江田 照男土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 ４４４－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２１，１７２，３００円 複勝： ３６，２２６，１００円 枠連： ３９，５６７，０００円

普通馬連： ８７，２８４，０００円 馬単： ６９，５７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０５８，２００円

３連複： １１５，８１２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３９５，６９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ３５０円 � ２２０円 � ３００円 枠 連（８－８） ７５０円

普通馬連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ６，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� １，４７０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ７，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２１１７２３（返還計 ６８０９） 的中 � １３０７１（７番人気）
複勝票数 差引計 ３６２２６１（返還計 ９８４１） 的中 � ２５０８０（６番人気）� ５０５７５（３番人気）� ３０５４３（５番人気）
枠連票数 差引計 ３９５６７０（返還計 １７９９） 的中 （８－８） ３９１７８（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ８７２８４０（返還計 ６６８５７） 的中 �� ２３３０７（１１番人気）
馬単票数 差引計 ６９５７８６（返還計 ５３６３６） 的中 �� ７９７０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２６０５８２（返還計 ２４１０５） 的中 �� ５９２６（１１番人気）�� ４２９５（１７番人気）�� ６７９１（１０番人気）
３連複票数 差引計１１５８１２０（返還計１５７３１７） 的中 ��� １１８６２（１８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．６―１１．８―１１．４―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．１―３５．７―４７．５―５８．９―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドナヴィラージュ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．１１．１７ 東京３着

２００５．２．２８生 牝３黒鹿 母 ローレルポラリス 母母 セブンレツトウ ６戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔競走除外〕 ヤマニンシュエット号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヨシハヤテ号
（非抽選馬） ２頭 コットンフラワー号・フジアンドリュウ号



１４０７６ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７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

３５ ゲイルカフェ 牡３栗 ５６ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４２８± ０１：４９．４ ４．６�

６１１ ライラックラブ 牝３栃栗５４ 松岡 正海 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４５２－ ２１：５０．０３� ２．６�
７１３ サクセスアーチ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２ 〃 クビ １４．４�
２４ スペシャルシーズン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩嶋田 賢氏 本郷 一彦 新冠 守矢牧場 ４９２－ ２１：５０．１クビ １８．０�
１１ ナンヨーロック 牡３鹿 ５６ 吉田 豊中村 �也氏 尾形 充弘 浦河 林 孝輝 ５０４ ― 〃 クビ ３５．１�
６１２ パワフルフェンサー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４９８－ ２ 〃 ハナ ５．２�
４７ ヘディキウム 牝３栗 ５４ 村田 一誠 �キャロットファーム 本間 忍 門別 本間牧場 ４３６－ ２ 〃 アタマ ２６５．６	
８１８ バンダムレクス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸山科 統氏 小林 常泰 浦河 バンダム牧場 B４３４＋ ２１：５０．２クビ ２６．０

５１０ ローランブロウ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成斉藤 敏博氏 河野 通文 浦河 三枝牧場 ４９６－ ６１：５０．３� １４．２�
３６ フェアームーラン 牡３青鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 小葉松 幸雄 ４６４－ ２ 〃 クビ ６３．４�
７１４ ショウナンサヴァン 牡３鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７０－ ６１：５０．４� ２７９．５
２３ マイネルクラール 牡３青鹿５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム ４２４± ０１：５０．６１� ４０．７�
８１６ フレンドリーハート 牝３栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介増山 武志氏 畠山 重則 浦河 金石牧場 ４０４－ ２１：５１．０２� ３３５．５�
５９ マチカネニホンバレ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 待兼牧場 ５２０ ― 〃 アタマ ８．４�
８１７ エテルノロワイヤル 牝３鹿 ５４ 小林 淳一 �ユートピア牧場 土田 稔 静内 佐竹 学 ４５６＋１８１：５１．２１� １４９．７�
４８ リリイメイド 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人丸岡 啓一氏 石栗 龍彦 門別 ナカノファーム ３９２＋ ４１：５１．３� ５１０．４�
７１５ ロイヤルカリバーン 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ５００＋ ６１：５１．５１� １８４．４�
１２ スプライトダンス 牝３鹿 ５４ 木幡 初広吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：５４．５大差 ７８．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，７１１，０００円 複勝： ４１，０３１，２００円 枠連： ３５，４４５，１００円

普通馬連： ９７，８６６，２００円 馬単： ８７，３３０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５５３，８００円

３連複： １３４，９５０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４５１，８８８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２７０円 枠 連（３－６） ３９０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ８５０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５７１１０ 的中 � ４４７２０（２番人気）
複勝票数 計 ４１０３１２ 的中 � ６６８８３（３番人気）� １１３４８６（１番人気）� ２９３１４（５番人気）
枠連票数 計 ３５４４５１ 的中 （３－６） ６７７５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ９７８６６２ 的中 �� １２２２２２（１番人気）
馬単票数 計 ８７３３０４ 的中 �� ４３５５０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５５３８ 的中 �� ３１９２８（２番人気）�� ７７９５（８番人気）�� １００５６（５番人気）
３連複票数 計１３４９５０３ 的中 ��� ４０７４０（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．４―４８．７―１：０１．４―１：１４．０―１：２５．５―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゲイルカフェ �
�
父 トワイニング �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．３ 福島４着

２００５．５．３生 牡３栗 母 エアシビュラ 母母 アイシーゴーグル ９戦１勝 賞金 １３，１５０，０００円
〔発走状況〕 サクセスアーチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプライトダンス号は，平成２０年７月１４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） ４頭 エイトスター号・サニースティーヴ号・デルマカペラ号・ユウユウト号



１４０７７ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７日 第５競走 ��２，４００�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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３５ トウショウウェイヴ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４５６－ ８２：２７．９ ２．０�

５１０ モエレタキオン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春中村 和夫氏 鹿戸 雄一 三石 上村 清志 ４７２＋ ２２：２８．１１� ６．７�
２３ ゴールドヘラクレス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４７４－ ４２：２８．５２� ２５．９�
７１４ トモロザベスト 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義廣崎 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５１０＋ ４２：２８．７１� ５．１�
６１１ サマーゲスト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８＋ ６２：２８．８� ９０．８�

４７ ベガスターカフェ 牝３青鹿５４ 武 豊西川 恭子氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４４２－ ４２：２９．１２ １３．３�
６１２ アリクシール 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰吉田 和美氏 菊川 正達 浦河 永田 克之 ４３０± ０２：２９．２� ７．２	
１１ サクラルシファー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�さくらコマース上原 博之 静内 西村 和夫 ４７４－ ４２：２９．３� ４２．０

１２ オウシュウブーン 牡３鹿 ５６ 左海 誠二西村 專次氏 清水 英克 千葉 山田 博司 ４５８＋１６２：２９．９３� １５０．０�

（船橋）

２４ カレンダーマーチ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８２－ ６２：３０．１１ ４２．０�
５９ テージュパッター 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�RRA 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ８２：３０．２� １３０．８
７１３ ラストビーコン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥内藤 好江氏 鈴木 勝美 浦河 村下農場 ４４８－ ２２：３０．４１� ２４４．１�
７１５ クリファイブエース 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成栗田 康次氏 相沢 郁 門別 本間牧場 B５０６± ０２：３０．５� ５６．６�
４８ トップオブオアフ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 ４５２＋ ６ 〃 クビ ８５．３�
８１６ シュヴァーベン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝鈴木 照雄氏 上原 博之 浦河 津島 優治 ４７０＋ ２２：３１．４５ ２３．０�
８１７ ローランスカイ 牡３鹿 ５６ 江田 照男斉藤 敏博氏 水野 貴広 三石 元道牧場 B４７０＋ ４２：３１．８２� １４５．７�
８１８ ガッテンヒメ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人岩崎 圭市氏 粕谷 昌央 門別 浜本牧場 B４４６± ０２：３２．５４ ３４８．１�
３６ リッチメロス 牡３青鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊橋川 欣司氏 本間 忍 浦河 �原 敏明 ４３８－ ４２：３４．１１０ ３７４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，４５８，１００円 複勝： ４３，４１７，０００円 枠連： ２８，４７５，０００円

普通馬連： １０１，６８５，４００円 馬単： ９４，７６４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３４７，７００円

３連複： １４７，５３３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４７７，６８０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ４８０円 枠 連（３－５） ６９０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ８１０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ３，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９４５８１ 的中 � １１７３８４（１番人気）
複勝票数 計 ４３４１７０ 的中 � １３０１９９（１番人気）� ６０７４９（４番人気）� １５７２９（６番人気）
枠連票数 計 ２８４７５０ 的中 （３－５） ３０６９４（２番人気）
普通馬連票数 計１０１６８５４ 的中 �� １１３３２３（２番人気）
馬単票数 計 ９４７６４６ 的中 �� ６８３４３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３４７７ 的中 �� ３５４９６（２番人気）�� ９１９１（８番人気）�� ４６２１（１６番人気）
３連複票数 計１４７５３３１ 的中 ��� ３１０７２（９番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．９―１１．９―１１．９―１２．０―１２．６―１３．２―１３．７―１３．５―１１．３―１１．９―１２．１

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―２３．８―３５．７―４７．６―５９．６―１：１２．２―１：２５．４―１：３９．１―１：５２．６―２：０３．９―２：１５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３５．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウウェイヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ニツポーテイオー デビュー ２００７．８．５ 新潟４着

２００５．４．１７生 牡３黒鹿 母 スパークトウショウ 母母 リバーフエイム ６戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッチメロス号は，平成２０年７月１４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。
（非当選馬） １頭 サンサンサン号
※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。



１４０７８ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

６１１� オリジナルフェイト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 米 Swordle-
stown Stud ５２２－ ８１：２３．６ ２．３�

８１６ アップカントリー 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４９２± ０１：２４．３４ ８．０�

３６ マルブツサクラオー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４５４－１４１：２４．５１ ３．７�
２４ ヴァルドルフ 牡３栗 ５６ 内田 博幸片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４２８－ ２１：２４．８２ ２６．９�
８１５� モエレジンダイコ 牡３栗 ５６

５３ ▲黛 弘人西村 豊氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４６２－ ４ 〃 ハナ １０．３�
４７ ナスノマツカゼ 牡３栗 ５６ 田中 勝春�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４４６－ ８１：２５．０１ １０１．５	
５１０ アイオロスシチー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 上山牧場 ５０８± ０１：２５．１� ２４．６

５９ マイネルポンピオン 牡３芦 ５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４５０＋ ２１：２５．２	 ４９．３�
３５ フランコフォニー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋ ６１：２５．４１ ２５．３
１２ マッシュアップ 牡３栗 ５６

５３ ▲三浦 皇成 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４４０± ０１：２６．１４ １７．７�
６１２ モンスターパーク 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 松山 康久 静内 カタオカフアーム ４６６＋ ２ 〃 クビ １９．９�
１１ メジロシーゴー 牝３栗 ５４

５１ ▲草野 太郎メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４４４± ０１：２６．４２ １３９．１�
７１４ デルマアルタイル 牡３栗 ５６ 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 門別 ファニーヒルファーム ４８０± ０１：２６．５クビ １０６．５�
７１３� ヒシフラッシー 牡３栗 ５６ 加藤士津八阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４９２－ ４１：２６．７１	 １００．９�
４８ シ ャ ン ス イ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０＋ ２１：２６．９１	 ２４．６�
２３ カンタベリービート 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７８± ０ （競走中止） １０４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，５８２，６００円 複勝： ５１，０４４，１００円 枠連： ３５，９３６，３００円

普通馬連： １３０，８３６，０００円 馬単： １０７，４６８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，６３５，０００円

３連複： １６６，４２５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５５８，９２７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １５０円 枠 連（６－８） ４４０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ２００円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９５８２６ 的中 � １０２８２３（１番人気）
複勝票数 計 ５１０４４１ 的中 � １５５９４２（１番人気）� ４０５２７（４番人気）� ９１３６４（２番人気）
枠連票数 計 ３５９３６３ 的中 （６－８） ６０５１３（２番人気）
普通馬連票数 計１３０８３６０ 的中 �� ８９４５１（３番人気）
馬単票数 計１０７４６８６ 的中 �� ４６４５４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７６３５０ 的中 �� １８５３３（３番人気）�� ５６６３４（１番人気）�� １４８４１（５番人気）
３連複票数 計１６６４２５２ 的中 ��� １０９８５７（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．８―１２．４―１２．２―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．９―４７．３―５９．５―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オリジナルフェイト �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Indian Charlie デビュー ２００７．１２．９ 阪神１着

２００５．１．２２生 牡３鹿 母 Little Indian Girl 母母 Brighter Than Gold ６戦２勝 賞金 ２７，６２３，０００円
〔競走中止〕 カンタベリービート号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 イースタンリバー号・ウルドサリエ号・エイシンキャップ号・スペースタイム号・ハエヌキ号・ペプチドアトム号・

マジックモーメント号



１４０７９ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２２ � スーパーミッション 牡３鹿 ５６ 左海 誠二 �タイキオーナーズ 岡林 光浩 大樹 大樹ファーム ４７６－ １１：４７．７ ２１８．０�
（船橋） （船橋）

４６ ルシフェリン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４＋ ２１：４８．０２ １３．７�

３５ ロスペトリュス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４８０－ ４ 〃 クビ ２．８�
４７ ウォーボネット 牡３鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４５２± ０１：４８．１クビ ９８．３�
３４ リノーンリーズン 牡３栗 ５６ 松岡 正海村中 徳広氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ ２１．８�
１１ 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 ４３０＋ ４ 〃 ハナ ３４．９�
８１４ マイネルアベニール 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４８６＋ ２１：４８．５２� ４５．６

５９ ヨドノヒーロー 牡３黒鹿５６ 武 豊海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４４２－ ４１：４８．６� ３．５�
８１５� ペガサスフォート 牡３栗 ５６ 内田 博幸広尾レース	 藤沢 和雄 米 Gaines－Gentry

Throughbreds ５１４＋ ６１：４９．１３ ４．５�
６１１ マイネエアウエイ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４２２± ０１：４９．５２� ３７．１
２３ レッズフィールド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４７２＋ ２１：４９．８２ １０．５�
７１３ テンジンミコオウヒ 牝３鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成	テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４３０± ０１：５０．０１	 ２１１．０�
５８ マスターオブゲーム 牡３黒鹿５６ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ４９８－ ６ 〃 クビ １５．３�
６１０ オリヒメチャーム 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４３８＋１０１：５０．１� ２７７．７�
７１２ レディリバティー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 	ロードホースクラブ 土田 稔 三石 ケイアイファーム B４７０－１２１：５０．９５ １０９．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，１２９，７００円 複勝： ５６，２１１，７００円 枠連： ３４，４３４，８００円

普通馬連： １４０，４１７，２００円 馬単： １１７，００６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，７７１，０００円

３連複： １７４，８６０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５９７，８３１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１，８００円 複 勝 � ３，４４０円 � ３５０円 � １４０円 枠 連（２－４） ４，７６０円

普通馬連 �� １２８，５８０円 馬 単 �� ３５５，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９，６７０円 �� ９，１００円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １２１，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３５１２９７ 的中 � １２７０（１４番人気）
複勝票数 計 ５６２１１７ 的中 � ２８７４（１３番人気）� ３５２８５（６番人気）� １６９８８０（１番人気）
枠連票数 計 ３４４３４８ 的中 （２－４） ５３５０（１６番人気）
普通馬連票数 計１４０４１７２ 的中 �� ８０６（８２番人気）
馬単票数 計１１７００６９ 的中 �� ２４３（１６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９７７１０ 的中 �� ４７８（７６番人気）�� １０３８（５３番人気）�� １５５７８（６番人気）
３連複票数 計１７４８６０３ 的中 ��� １０６０（１６８番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．７―１１．６―１２．２―１２．５―１２．１―１１．３―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．４―３５．０―４７．２―５９．７―１：１１．８―１：２３．１―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９

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

勝馬の
紹 介

�スーパーミッション �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 Darshaan （２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円）

２００５．３．２５生 牡３鹿 母 サブミッション 母母 Yes My Dear

※出走取消馬 マルタカシャトル号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※ルシフェリン号は，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。



１４０８０ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５５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

７１３ マチカネミノリ �５栗 ５７ 内田 博幸細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５０２－１２１：３７．８ ５．２�

５１０ ワインアドバイザー 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：３７．９� １２．９�
２３ イノチノアカリ 牝４栗 ５５ 武 幸四郎小林 祥晃氏 武 邦彦 静内 服部 牧場 ４４０± ０１：３８．３２＋クビ ２７．１�
８１６	 ワンダールビアノ 牡５芦 ５７

５４ ▲千葉 直人山本 信行氏 領家 政蔵 米
Belvedere
Farm Inc. &
Jim Moloney

４７８－ ２ 〃 ハナ １５．５�
４７ 
 メインセイラー 牡４芦 ５７ 安藤 勝己臼田 浩義氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ５１４－ ４１：３８．６１� ４．５�
１２ マイネルアーバニタ 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ２ 〃 アタマ １７．７	
３５ テンジンニチオー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�テンジン 松山 康久 浦河 宮内牧場 ４５０－ ２１：３８．７� １２．２

３６ エ バ ー モ ア 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二永野千枝子氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９４＋ ８ （降着） ３．３�
１１ 
 プ ー ク ン 牡４栗 ５７

５６ ☆田中 博康後藤田公仁氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４－１０１：３９．４４ １５９．５�
４８ シャルロットノアル 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人 �サンデーレーシング 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４８６± ０１：３９．６１� ８．３
６１２
 サクラブルーム 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B５１４＋ ９１：３９．８１ １５９．５�
８１５
 エターナルフラワー 牝４鹿 ５５

５２ ▲丸田 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４６０－ ６１：３９．９� ８６．３�

５９ マキハタセンシブル 牝４鹿 ５５ 左海 誠二�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ３９４± ０１：４０．１１� ９６．３�
（船橋）

２４ 
 シンボリバッハ �４鹿 ５７ 吉田 隼人シンボリ牧場 岩戸 孝樹 静内 シンボリ牧場 ４９８－１７１：４０．２クビ ３４．６�
７１４
 クリールボルケーノ 牡４栗 ５７

５４ ▲三浦 皇成横山 修二氏 相沢 郁 門別 倉見牧場 B４７４－１５１：４０．４１� ４１．８�
６１１ チャームウィーク 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５１４＋１４１：４０．６１� ９３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，６６０，４００円 複勝： ４８，７６３，３００円 枠連： ４５，３３５，４００円

普通馬連： １５０，６００，７００円 馬単： １１３，２９７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，６４８，７００円

３連複： １８３，６６８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ６１１，９７４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２７０円 � ３６０円 � ６１０円 枠 連（５－７） ４，０８０円

普通馬連 �� ４，２４０円 馬 単 �� ６，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� ２，９５０円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� ３５，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０６６０４ 的中 � ４６８８６（３番人気）
複勝票数 計 ４８７６３３ 的中 � ５３５４９（３番人気）� ３６４６３（６番人気）� １９１６１（９番人気）
枠連票数 計 ４５３３５４ 的中 （５－７） ８２１９（１５番人気）
普通馬連票数 計１５０６００７ 的中 �� ２６２３１（１８番人気）
馬単票数 計１１３２９７１ 的中 �� １２７９５（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９６４８７ 的中 �� ５６７３（２４番人気）�� ３２９０（３４番人気）�� ３００９（３６番人気）
３連複票数 計１８３６６８４ 的中 ��� ３７８９（１０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．８―４８．４―１：０１．０―１：１３．３―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マチカネミノリ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００６．３．１９ 中山１４着

２００３．１．１１生 �５栗 母 シルバーコースト 母母 Diamond Coast ７戦２勝 賞金 １４，９００，０００円
〔降着〕 エバーモア号は，３位〔タイム１分３８秒２，着差２馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「テンジンニチオー」号の走行を妨害したため８着に降着。
〔制裁〕 エバーモア号の騎手藤田伸二は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２０年６月２１日から平成２０年

６月２９日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 マスターカフェ号・マルターズストーム号・マルヨスーパーラブ号
※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。



１４０８１ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７日 第９競走 ��３，３００�第１０回東京ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１４時３０分 （ 芝 ）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 ５０，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，５００，０００円 ５，０００，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００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３：３５．１良

５８ テイエムエース 牡５栗 ６０ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４６８＋ ４３：３７．１ ６．１�

８１４ キングジョイ 牡６鹿 ６０ 高田 潤松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ５０４＋ ２３：３９．４大差 ７．７�
７１１ オープンガーデン 牡４鹿 ６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４７０－ ８３：３９．８２� ９７．６�
１１ ミヤビペルセウス 牡８栗 ６０ 穂苅 寿彦村上 義勝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７４＋ ２３：４０．０１ １０．３�
４５ テイエムトッパズレ 牡５青鹿６０ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５８－ ２３：４０．３１� １６．６�
２２ コウエイトライ 牝７鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ４７８＋ ２３：４１．３６ ３．２�
５７ ノボライトニング �５芦 ６０ 大庭 和弥�LS.M 西塚 安夫 新冠 ラツキー牧場 ４５０－ ８３：４３．３大差 ５３．６	
７１２ フジヤマホーク 牡５鹿 ６０ 横山 義行藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８４－ ４３：４５．４大差 ５０．８

８１３� エイシンペキン 牡７鹿 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 坂口 正則 米 Belvedere

Farm, Inc. ４７０－ ８３：４５．９３ ３．４�
４６ テイエムアラムシャ �７鹿 ６０ 高井 彰大竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 アラキフアーム ５０６－ ８３：４６．６４ １７７．２�
６９ ハイヤーザンヘブン 牡７黒鹿６０ 宗像 徹関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４７２－ ６３：４９．１大差 ３５．８
３３ アズマビヨンド 牡９栗 ６０ 植野 貴也東 哲次氏 加用 正 門別 日高大洋牧場 ５１６－ ６３：５２．４大差 ５０．３�
６１０ アドニスシチー 牡８栗 ６０ 平沢 健治 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 門別 鹿戸 正幸 ４６２－１０ （競走中止） １３７．１�
３４ クルワザード 牡６栗 ６０ 田中 剛 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 ４５６± ０ （競走中止） １１．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３５，０５４，６００円 複勝： ４７，５４６，１００円 枠連： ４６，０８８，６００円

普通馬連： １６２，７１６，２００円 馬単： １１１，０８５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，３２２，０００円

３連複： １７７，００７，２００円 ３連単： ３９３，５９５，９００円 計： １，０１４，４１６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２２０円 � ２７０円 � ２，３４０円 枠 連（５－８） ７８０円

普通馬連 �� ２，４３０円 馬 単 �� ４，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ９，１４０円 �� １１，７６０円

３ 連 複 ��� １０４，８５０円 ３ 連 単 ��� ４５６，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３５０５４６ 的中 � ４５４５５（３番人気）
複勝票数 計 ４７５４６１ 的中 � ６８９６５（３番人気）� ４９４０８（４番人気）� ４１９５（１２番人気）
枠連票数 計 ４６０８８６ 的中 （５－８） ４４０５３（２番人気）
普通馬連票数 計１６２７１６２ 的中 �� ４９５５１（１０番人気）
馬単票数 計１１１０８５７ 的中 �� １８２７４（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１３２２０ 的中 �� １１５６５（１０番人気）�� １０８５（５５番人気）�� ８４２（６６番人気）
３連複票数 計１７７００７２ 的中 ��� １２４６（１４２番人気）
３連単票数 計３９３５９５９ 的中 ��� ６３６（６６５番人気）

上り １マイル １：４３．９ ４F ５０．３－３F ３７．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムエース �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００６．３．５ 阪神６着

２００３．４．２９生 牡５栗 母 テイエムシーズン 母母 モンテカモン 障害：９戦３勝 賞金 １００，８６３，０００円
〔競走中止〕 クルワザード号・アドニスシチー号は，３号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 ウォーライクトニー号・エプソムフォルテ号・カネトシパワフル号・スリーエリシオ号・デイトレーダー号・

トウカイマジック号・ヒシバトル号・ブラックファルコン号・ブラックレディ号・ヘンリーゴンドーフ号・
リスティアダーリン号・ワンダーハヤブサ号

（非抽選馬） １頭 フォレストダンス号



１４０８２ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�エーデルワイスステークス

発走１５時０５分 （芝・左）

３歳，１０００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７１４ タケショウオージ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４５０－ ２１：３４．８ １１．１�

８１５ ロードニュースター 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 三石 ケイアイファーム ４７２－ ２ 〃 クビ １３．７�
３５ マイネルファルケ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５０６± ０ 〃 アタマ ４．９�
８１７ ラ ル ケ ッ ト 牝３青鹿５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４６２－ ４１：３４．９クビ １５．２�
５９ キョウエイストーム 牡３芦 ５６ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４０４－ ２ 〃 ハナ １１１．７�
６１２ シ ル ポ ー ト 牡３鹿 ５６ 武 豊後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９０－１２１：３５．１１� ３．１	
４７ グラスブラスト 牡３青鹿５６ 安藤 勝己半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５００－ ２ 〃 アタマ １３．５

２４ スーパーウーマン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４５８＋ ６１：３５．３１� ２２．７�
６１１ ハンターキリシマ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 鹿児島 ニルキング牧場 ４１８＋ ２１：３５．４� ７７．４�
３６ レオマイスター 牡３栗 ５６ 田中 勝春�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４８０－ ４１：３５．６１� ８．２
１２ タマモスクワート 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４７２± ０１：３５．９１� ５９．１�
２３ 	 ジェイドファスト 牡３鹿 ５６ 江田 照男松平 恭司氏 佐藤 吉勝 門別 松平牧場 ４６０＋ ８１：３６．１１� ２７５．８�
８１６ レッツゴーヒチョリ 牡３鹿 ５６ 田中 博康飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５４０＋１６ 〃 アタマ １４９．９�
４８ コウヨウマリーン 牝３青鹿５４ 柴田 善臣寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４５８＋１０１：３６．２クビ ４６．７�
５１０ ス エ ズ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５００± ０ 〃 ハナ １７．８�
１１ ストリートスタイル 牝３鹿 ５４ 浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４２４－ ６１：３６．６２� ８．２�
７１３ ショウナンアクロス 牡３鹿 ５６ 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 ４８８－ ８１：３８．０９ １０９．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ５２，７７２，４００円 複勝： ８０，４１５，６００円 枠連： ６４，７８４，３００円

普通馬連： ２８３，５４２，３００円 馬単： １６３，９７２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，４８０，７００円

３連複： ２７３，０７２，８００円 ３連単： ５８９，５２９，１００円 計： １，５７４，５６９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ３００円 � ５００円 � ２００円 枠 連（７－８） ２，８３０円

普通馬連 �� ６，９６０円 馬 単 �� １４，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２５０円 �� ８９０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� １１，６２０円 ３ 連 単 ��� ９４，７９０円

票 数

単勝票数 計 ５２７７２４ 的中 � ３７７１８（５番人気）
複勝票数 計 ８０４１５６ 的中 � ７００８８（４番人気）� ３６０７８（１０番人気）� １２７４６４（２番人気）
枠連票数 計 ６４７８４３ 的中 （７－８） １６８９５（１４番人気）
普通馬連票数 計２８３５４２３ 的中 �� ３００７７（３２番人気）
馬単票数 計１６３９７２３ 的中 �� ８５３５（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６４８０７ 的中 �� ７０８５（３３番人気）�� １８９４７（６番人気）�� １２１３２（１７番人気）
３連複票数 計２７３０７２８ 的中 ��� １７３５５（４５番人気）
３連単票数 計５８９５２９１ 的中 ��� ４５９０（３４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３５．０―４７．１―５９．３―１：１０．６―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タケショウオージ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００７．７．１ 福島１着

２００５．４．１０生 牡３鹿 母 タケショウティアラ 母母 ベストプリンセス ９戦３勝 賞金 ３８，２２８，０００円



１４０８３ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７日 第１１競走 ��
��２，１００�ブリリアントステークス

発走１５時４０分 （ダート・左）
３歳以上，１９．６．９以降２０．６．８まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

７１１ エスケーカントリー 牡４黒鹿５５ 横山 典弘木村 直樹氏 武市 康男 三石 萩澤 泰博 ５０２＋ ４２：１０．１ ５．２�

１１ ロングプライド 牡４鹿 ５７ 武 豊中井 敏雄氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ５１６± ０２：１０．２� １．９�
７１０ マルブツリード 牡５栗 ５６ 安藤 勝己大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４９８－ ６ 〃 ハナ ５．０�
５７ ニシノナースコール 牝６黒鹿５２ 浜中 俊西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４３４－ ６２：１０．５１� ２３．５�
４４ ド ン ク ー ル 牡６鹿 ５７ 内田 博幸山田 貢一氏 鈴木 伸尋 門別 日西牧場 ５０８－ ６ 〃 ハナ １４．３�
３３ ハ ス フ ェ ル 牡６栗 ５３ 松岡 正海�アカデミー 南井 克巳 静内 千代田牧場 B４５４－ ２２：１０．６� ９１．４�
２２ ケアレスウィスパー 牝４栗 ５１ 吉田 豊吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ １９．１	
４５ メイショウシャフト 牡５鹿 ５４ 勝浦 正樹松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５２２＋ ４ 〃 クビ ８３．８

５６ タガノエクリプス 牡５青 ５４ 蛯名 正義八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５１６± ０２：１０．７クビ １２．２�
８１３ マイネルボウノット 牡７青鹿５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 林 孝輝 ５３４＋ ２２：１０．９１� ３６．０�
６９ 	 タイキヴァンベール 牡８芦 ５４ 吉田 隼人大樹ファーム 田中 清隆 米 Taiki Farm ４６８－ ２２：１１．０� ６５．９�
６８ メイショウホウオウ 牡７栗 ５４ 後藤 浩輝松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５５２＋ ８２：１１．１� １０２．４�
８１２ スズカフォイル 牝６鹿 ４８ 石神 深一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４４８－ ２２：１１．３１� １４２．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ７７，３２１，７００円 複勝： １０２，８７６，５００円 枠連： １０２，４１１，４００円

普通馬連： ４４５，６０５，６００円 馬単： ３０８，５０２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １００，３０９，３００円

３連複： ４３４，９９２，６００円 ３連単： １，１５１，４５８，９００円 計： ２，７２３，４７８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（１－７） ２５０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３４０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ４，２３０円

票 数

単勝票数 計 ７７３２１７ 的中 � １１９４６８（３番人気）
複勝票数 計１０２８７６５ 的中 � １５７７９７（３番人気）� ３３７１６７（１番人気）� １８２２８４（２番人気）
枠連票数 計１０２４１１４ 的中 （１－７） ３０３９０１（１番人気）
普通馬連票数 計４４５６０５６ 的中 �� ５６３３５４（２番人気）
馬単票数 計３０８５０２７ 的中 �� １５７７９３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１００３０９３ 的中 �� １０９６８７（２番人気）�� ６７５７０（３番人気）�� １１８３６４（１番人気）
３連複票数 計４３４９９２６ 的中 ��� ４５３４９５（１番人気）
３連単票数 計１１５１４５８９ 的中 ��� ２０１１５０（３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１７．９―３０．０―４２．５―５５．３―１：０８．１―１：２１．０―１：３３．５―１：４５．６―１：５７．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エスケーカントリー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００６．６．１８ 福島１０着

２００４．４．１９生 牡４黒鹿 母 ホクトブルーバード 母母 ホクトフローラ １３戦５勝 賞金 ８０，２８２，０００円



１４０８４ ６月１４日 晴 良 （２０東京３）第７日 第１２競走 ��
��２，０００�

い な む ら が さ き

稲 村 ヶ 崎 特 別
発走１６時１５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．６．９以降２０．６．８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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

２３ エルソルダード 牡４青 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５３０± ０２：０１．０ ５．６�

１１ ベルモントルパン 牡４鹿 ５４ 内田 博幸 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４６８＋ ２ 〃 クビ ２３．２�

２４ � セプターレイン 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４５０＋ ２２：０１．５３ １９．４�
１２ コ マ ノ ハ イ 牡６黒鹿５６ 安藤 勝己長谷川芳信氏 鮫島 一歩 静内 西川富岡牧場 ４９８－ ２２：０１．７１� ５．５�
８１６ ストロングラリー 牡４青鹿５４ 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ １５．６�
８１５ デストラメンテ 牡４芦 ５５ 小林 淳一岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４５８－ ４２：０１．８� １２．１�
３５ バンダムカーン 牡７鹿 ５１ 石神 深一山科 統氏 南田美知雄 門別 坂 牧場 B４７４－ ８２：０１．９� １７５．２	
５９ プ ジ ュ リ 牝５栗 ５３ 横山 典弘長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４５８－ ２２：０２．０クビ ５．５

７１４ サクセスガーウィン 牡５鹿 ５３ 田辺 裕信�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 B４８６± ０ 〃 クビ １３８．４�
３６ � シンボリユタカオー 	９栗 ５３ 田中 博康シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４６６± ０２：０２．１クビ ４３．５�
６１１ サンライズベガ 牡４鹿 ５６ 武 豊松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ２．７
４７ パッシングマーク 牡５鹿 ５５ 武 幸四郎 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７８－１２２：０２．６３ ３６．９�
４８ ドレックセル 牡５鹿 ５４ 安藤 光彰�森島商事 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 ５４０± ０ 〃 クビ １００．９�
７１３ パルエクスプレス 牡６黒鹿５４ 津村 明秀鈴木 芳夫氏 平井 雄二 静内 ビツグレツドフアーム ５０４＋ ２２：０２．８１� １３９．９�
６１２ カネサマンゲツ 牡６鹿 ５４ 江田 照男笠原 幸六氏 久保田貴士 浦河 桑田フアーム ４８６± ０２：０３．７５ １１１．５�
５１０ ローランウェルズ 牡５鹿 ５２ 武士沢友治斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 B４９０＋ ８ 〃 クビ １３６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，１４３，３００円 複勝： ７５，０８１，７００円 枠連： ６２，１８６，１００円

普通馬連： ２４３，０９０，６００円 馬単： １５７，１０４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，５４２，０００円

３連複： ２４６，４１８，８００円 ３連単： ５８２，４９９，８００円 計： １，４８３，０６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２４０円 � ５４０円 � ３９０円 枠 連（１－２） ８８０円

普通馬連 �� ５，２６０円 馬 単 �� ９，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� １，３４０円 �� ２，４７０円

３ 連 複 ��� １６，３４０円 ３ 連 単 ��� ８６，０００円

票 数

単勝票数 計 ５３１４３３ 的中 � ７５８１５（４番人気）
複勝票数 計 ７５０８１７ 的中 � ９７３２９（４番人気）� ３３１８５（８番人気）� ４９４０７（６番人気）
枠連票数 計 ６２１８６１ 的中 （１－２） ５２１９２（５番人気）
普通馬連票数 計２４３０９０６ 的中 �� ３４１１６（２３番人気）
馬単票数 計１５７１０４３ 的中 �� １２５３２（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３５４２０ 的中 �� ７３７８（２６番人気）�� １１９２５（１６番人気）�� ６２８２（２７番人気）
３連複票数 計２４６４１８８ 的中 ��� １１１３６（５５番人気）
３連単票数 計５８２４９９８ 的中 ��� ４９９９（２６９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１１．７―１２．４―１２．９―１２．８―１２．５―１１．１―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．７―３６．４―４８．８―１：０１．７―１：１４．５―１：２７．０―１：３８．１―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．０

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

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

勝馬の
紹 介

エルソルダード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．２４ 中山１１着

２００４．５．６生 牡４青 母 ポ ピ ー デ イ 母母 カ ル ポ ピ ー １０戦３勝 賞金 ４０，３５４，０００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 アクティブアクト号



（２０東京３）第７日 ６月１４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 １９１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

２８４，４７０，０００円
４，２６０，０００円
１５，９４０，０００円
２，３４０，０００円
３２，０００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，２９６，５００円
６，１７４，８００円
１，９２９，１００円

勝馬投票券売得金
４３０，２４９，８００円
６４８，０３２，３００円
５４２，００９，９００円
２，００２，９５５，９００円
１，４８５，９５４，０００円
５２８，２０６，３００円
２，２９２，３２６，３００円
２，７１７，０８３，７００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １０，６４６，８１８，２００円

総入場人員 ３５，７５０名 （有料入場人員 ３４，４５４名）




