
１５０８５ ６月１４日 晴 良 （２１東京３）第８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）

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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６ ジーガートップ 牡３栗 ５６
５３ ▲伊藤 工真�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ４９４± ０１：３９．７ ６．７�

５９ ポアントゥブルボン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝臼井義太郎氏 高橋 裕 新ひだか 村上牧場 ４７４＋ ４１：３９．８� ２１．６�
１１ ザバトルキリーク 牡３栗 ５６ 松岡 正海宮川 秋信氏 相沢 郁 新冠 赤石 久夫 ４８８＋１６１：３９．９� ４０．９�
３５ アイアムランボー 牡３鹿 ５６ 武 豊堀 紘一氏 鹿戸 雄一 静内 千代田牧場 ４７６＋ ４１：４０．０� ９．９�
７１４ ツクバショウグン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 門別 ヤナガワ牧場 ４９８＋ ６１：４０．３１� ３．２�
６１１ マチカネヒヨドリ 牡３栗 ５６ 的場 勇人細川 益男氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４５０－ ４１：４０．５１� ７６．９�
１２ ダイワハンター 牡３鹿 ５６

５５ ☆丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５３２－ ２１：４０．７１� ８８．５	
５１０ シルクコンダクター 牡３栗 ５６ 三浦 皇成有限会社シルク小笠 倫弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６２－ ６１：４０．８� ２９．７

７１３ サンワードカペラ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義古谷 敏明氏 中川 公成 浦河 梅田牧場 ５００＋ ６ 〃 アタマ ５．８�
４８ マリーンルージュ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 ４２８＋１４１：４０．９クビ １８．１�
４７ スーパーオアシス 牝３鹿 ５４ 津村 明秀福島 実氏 嶋田 功 日高 沖田牧場 ４４０－ ４１：４１．６４ １８８．７
２４ ネヴァウブロ 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４９４ ―１：４１．７クビ ２２９．３�
２３ メジロカリビアン 牝３鹿 ５４

５１ ▲大江原 圭�メジロ牧場 大久保洋吉 青森 大久保 寛 ４８４ ―１：４２．３３� １８７．４�
６１２ ミュウジックボーイ 牡３栗 ５６ 柄崎 将寿近藤 光子氏 柄崎 孝 白老 習志野牧場 ５４２－１６１：４３．０４ ３６１．７�
８１５ プロヴィデンス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９２＋ ６１：４３．２１� ３．３�
３６ リスクテーカー 牡３栗 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 粕谷 昌央 三石 原口牧場 ４６０－１２１：４４．２６ ５２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８０７，３００円 複勝： ３０，１９９，８００円 枠連： ２６，５５３，６００円

普通馬連： ６３，５４１，２００円 馬単： ４６，４９６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３０８，１００円

３連複： ８５，８２１，３００円 ３連単： １２０，６３０，２００円 計： ４１６，３５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２５０円 � ７８０円 � １，１２０円 枠 連（５－８） １，９８０円

普通馬連 �� ７，９５０円 馬 単 �� １２，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０５０円 �� ３，５７０円 �� ７，９９０円

３ 連 複 ��� ８７，７３０円 ３ 連 単 ��� ４１０，２６０円

票 数

単勝票数 計 １７８０７３ 的中 � ２１２０８（４番人気）
複勝票数 計 ３０１９９８ 的中 � ３８６３９（３番人気）� ９３９３（７番人気）� ６３４８（９番人気）
枠連票数 計 ２６５５３６ 的中 （５－８） ９９０７（７番人気）
普通馬連票数 計 ６３５４１２ 的中 �� ５９００（２２番人気）
馬単票数 計 ４６４９６１ 的中 �� ２７０７（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３０８１ 的中 �� ３０８１（１８番人気）�� １７４３（３３番人気）�� ７７０（５２番人気）
３連複票数 計 ８５８２１３ 的中 ��� ７２２（１４３番人気）
３連単票数 計１２０６３０２ 的中 ��� ２１７（６５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．６―３７．０―４９．７―１：０２．６―１：１５．０―１：２７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．１
３ １（２，５）９（６，８，１３）（１０，１５）（１２，１６）（４，１４）７，１１－３ ４ ・（１，２，５）９（８，１３）（６，１０）－（１２，１６）１４（７，１１）（４，１５）－３

勝馬の
紹 介

ジーガートップ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２００９．５．９ 東京７着

２００６．４．２４生 牡３栗 母 ジーガーマヤ 母母 ジーガービューティ ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ワンダフルカフェ号
（非抽選馬） ３頭 タイキグラディウス号・ミヤノユウヤ号・モリノマーケット号



１５０８６ ６月１４日 晴 良 （２１東京３）第８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

７１２� リ ト ル ド ア 牡３青鹿５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Quay
Bloodstock ４９０ ―１：２５．８ １０．５�

７１３ シャーズブルー 牡３鹿 ５６ 幸 英明�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 ５４２－ ４１：２６．０１� ５．９�
４７ ガリレオシチー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４９４－ ２１：２６．６３� ５．６�
１１ トウショウレリーフ 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信藤田 衛成氏 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５００－ ２１：２６．７� ４．２�
２３ カゼノグッドボーイ 牡３栗 ５６ 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４３２＋ ２ 〃 クビ ３．８�
４６ スピードスクエア 牡３黒鹿５６ 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 大士 日高 豊洋牧場 ４４０－ ４１：２７．１２� ４３．６	
６１１ ウザンハヤブサオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲大江原 圭棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４１８± ０１：２７．２� ４９．１

３４ ブラストオンセット 牡３栗 ５６

５５ ☆丸田 恭介村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ６４．３�
２２ ガッツアップ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真�グランド牧場 鹿戸 雄一 静内 グランド牧場 ４８８－ ２１：２７．３� １３０．４�
５８ セトノアサート 牡３黒鹿５６ 吉田 豊難波 澄子氏 戸田 博文 日高 千葉飯田牧場 B４８２－１０１：２７．４� ２１．８
５９ ミヤコノモノガタリ 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮吉田喜代司氏 鹿戸 雄一 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４９０＋ ２１：２８．１４ ２３６．２�
６１０ ヒノデドリーム 牝３鹿 ５４ 津村 明秀久野 正弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 塚尾牧場 ４５４＋３０１：２８．７３� ３２８．７�
３５ トーホーグロリア 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝久保 哲朗氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ４１２－ ６ 〃 クビ ８７．８�
８１５ シンボリアニマート 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ４８２ ―１：２９．４４ ５．６�
８１４ ミツアキチュモン 牡３黒鹿５６ 江田 照男山本 光明氏 二本柳俊一 新冠 山内 鈴子 ４８０ ―１：３２．３大差 ２９４．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，３９７，５００円 複勝： ３２，４９６，８００円 枠連： １９，８６８，３００円

普通馬連： ７１，３３０，１００円 馬単： ５１，２８１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３８０，５００円

３連複： ８６，１６５，７００円 ３連単： １２３，３８７，９００円 計： ４３１，３０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３５０円 � ２２０円 � １９０円 枠 連（７－７） ２，７３０円

普通馬連 �� ２，６３０円 馬 単 �� ５，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� １，０８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ７，１００円 ３ 連 単 ��� ４９，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２１３９７５ 的中 � １６１９０（６番人気）
複勝票数 計 ３２４９６８ 的中 � ２１１０１（６番人気）� ４１２８７（４番人気）� ５１０６７（３番人気）
枠連票数 計 １９８６８３ 的中 （７－７） ５３７８（１１番人気）
普通馬連票数 計 ７１３３０１ 的中 �� ２００３９（１２番人気）
馬単票数 計 ５１２８１５ 的中 �� ６４７９（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３８０５ 的中 �� ５２８２（１６番人気）�� ５７００（１３番人気）�� １０３９０（５番人気）
３連複票数 計 ８６１６５７ 的中 ��� ８９６１（２３番人気）
３連単票数 計１２３３８７９ 的中 ��� １８５８（１６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３６．３―４９．０―１：０１．２―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リ ト ル ド ア �
�
父 Storm Cat �

�
母父 Pulpit 初出走

２００６．２．２２生 牡３青鹿 母 Reach for the Moon 母母 Chancey Squaw １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ブラストオンセット号の騎手丸田恭介は，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。（８番への進

路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミツアキチュモン号は，平成２１年７月１４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ダイワキング号（疾病〔右肩跛行〕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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ジャルダンドゥロゼ号・ヨイチラブソング号・ローズエンジェル号
（非抽選馬） ２頭 スプリングモナ号・マイネルストラウス号



１５０８７ ６月１４日 晴 良 （２１東京３）第８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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１４ エイダイハリケーン 牡３芦 ５６ 内田 博幸�東振牧場 武市 康男 むかわ 東振牧場 B４５６± ０１：３８．９ ６．８�

７１３ ダイワフラッグ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 清隆 静内 服部 牧場 B５１２＋ ６１：３９．０� ４．１�
８１５ ゲンパチデピュティ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠平野 武志氏 中川 公成 浦河 村中 一英 ５１６－ ４１：３９．７４ ５４．６�
２３ アルスフリーゲン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４６４＋１０１：３９．８クビ ２．５�
１１ シルクエスポワール 牡３栗 ５６

５５ ☆丸田 恭介有限会社シルク加藤 和宏 日高 加藤牧場 ４５４－ ４１：４０．４３� １６４．７�
８１６ ザバトルメイトル 牡３鹿 ５６ 幸 英明宮川 秋信氏 牧 光二 日高 モリナガファーム ４６０ ―１：４０．６１� ５６．９�
３６ サクラカムイオー 牡３栗 ５６ 横山 典弘	さくらコマース須貝 尚介 新ひだか 西村 和夫 ４７８－１８１：４０．９１� ７．８

１２ カフェジャイアント 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹西川 光一氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４６４ ―１：４１．０クビ ４４．０�
２４ シルクジャーニー 牡３栃栗５６ 吉田 豊有限会社シルク佐藤 吉勝 三石 坂本牧場 ４８４＋ ８ 〃 ハナ １２９．７�
５９ � サトノサーガ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４５６＋ ２１：４１．２１� ５．５
６１１ メーテルスマイル 牝３青 ５４ 藤岡 佑介モナコ商事	 松山 将樹 早来 	橋本牧場 ４６２－ ２１：４１．４１ ２０１．３�
５１０ レイクルイーズ 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B３９８＋１０ 〃 アタマ ２４６．０�
４８ フサイチヒダギュウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真関口 房朗氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 ４９６－１４１：４２．１４ ４２３．５�
４７ オーシャントレイル 牡３芦 ５６ 吉田 隼人 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ５２８ ― 〃 クビ １８．０�
６１２ サクラアストリア 牝３鹿 ５４ 小野 次郎	さくらコマース尾関 知人 新冠 川上 悦夫 ４３０－１８１：４２．８４ ２６８．９�
３５ � シベリアンアロー 牡３栗 ５６ 的場 勇人藤田 在子氏 的場 均 米 G. Watts

Humphrey, Jr. ４５０－２０１：４３．４３� ２２８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８１３，９００円 複勝： ４４，６０６，８００円 枠連： ２４，３６３，０００円

普通馬連： ７７，７９５，４００円 馬単： ５８，６３２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１８０，０００円

３連複： ９２，２１３，７００円 ３連単： １５０，０４１，７００円 計： ５０３，６４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � １，１５０円 枠 連（７－７） １，２８０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ３，１３０円 �� ２，０６０円

３ 連 複 ��� １４，７２０円 ３ 連 単 ��� ７０，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２６８１３９ 的中 � ３１２９５（４番人気）
複勝票数 計 ４４６０６８ 的中 � ６９２８１（３番人気）� ８５７０４（２番人気）� ７２０９（８番人気）
枠連票数 計 ２４３６３０ 的中 （７－７） １４１５１（６番人気）
普通馬連票数 計 ７７７９５４ 的中 �� ４７４８０（５番人気）
馬単票数 計 ５８６３２１ 的中 �� １７３６７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１８００ 的中 �� ２４３２６（３番人気）�� ２１１１（２５番人気）�� ３２５２（１９番人気）
３連複票数 計 ９２２１３７ 的中 ��� ４６２４（３７番人気）
３連単票数 計１５００４１７ 的中 ��� １５６７（１６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．９―４８．６―１：０１．５―１：１４．０―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイダイハリケーン �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．３．２９ 中山６着

２００６．５．２３生 牡３芦 母 エイダイクイン 母母 ユキノサンライズ ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 コスモナダル号・ビイーネマーヤ号・ヨイチセレブ号
（非抽選馬） ６頭 シャインオブハート号・ダッパーユウ号・トゥルーボーン号・ナカヤマタイガー号・ネオウイング号・

マキシムギンガ号



１５０８８ ６月１４日 晴 良 （２１東京３）第８日 第４競走 ��
��１，６００�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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１７ マイネルエデン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５１６＋ ８１：３４．２ ６．４�

７１５ グリッドマトリクス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５１２± ０１：３５．０５ ５．７�
５９ ザクリエイション 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５００± ０１：３５．２１� ２．８�
５１０ ケ イ バ ズ キ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４４６± ０１：３５．４� ５．２�
７１４ セイカマエストーソ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成久米 大氏 稲葉 隆一 新ひだか タイヘイ牧場 ４８０＋ ２ 〃 アタマ ３５．３�
４７ マカロンドナンシー 牝３黒鹿５４ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４４０ ―１：３５．６１ ５７．０	
８１８� アンティックドール 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣吉田 千津氏 鹿戸 雄一 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４１４＋ ６１：３５．７� １２．０

２４ ショウナンサンガ 	３黒鹿５６ 内田 博幸�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４４４± ０１：３６．０１� ２３．１�
６１１ ニシノアララギ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４８４－ ６１：３６．１クビ １８．４�
３６ ロイヤルレジェンド 牡３黒鹿５６ 幸 英明�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５３２＋ ４１：３６．４１� ９２．０
４８ ディヴァインレッド 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 様似 猿倉牧場 ４５０－ ８ 〃 クビ １５．１�
８１６ クールザヒート 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥大河内一権氏 松山 将樹 浦河 笹地牧場 ４２８＋１４１：３６．５
 ８９．５�
２３ レ ア メ タ ル 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真�ターフ・スポート田村 康仁 浦河 丸村村下
ファーム ４６６－ ４ 〃 アタマ ４２．７�

１１ � ア ン ボ ネ イ 牡３黒鹿５４ 藤田 伸二吉田 和美氏 加藤 征弘 豪 Huntwort
h Stud ４９６ ―１：３７．０３ ４８．３�

１２ ゴールドジョイ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ５００＋ ６１：３７．２１� １３８．４�
６１２ オーゴンティアラ 牝３栗 ５４ 田中 博康永田 清男氏 高木 登 浦河 鎌田 正嗣 ４１２＋ ６ 〃 ハナ ３８４．１�
３５ ヤマニンベルファム 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４５０ ―１：３７．３
 ２１６．９�

（１７頭）
７１３ アドマイヤハヤト 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹近藤 利一氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，１７３，８００円 複勝： ４３，１４５，８００円 枠連： ３０，４９４，４００円

普通馬連： ８４，１１６，３００円 馬単： ５４，９４９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，０９２，５００円

３連複： １００，７３０，５００円 ３連単： １４３，７５２，２００円 計： ５１５，４５５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � １３０円 枠 連（７－８） ７５０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ３，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ４７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，１００円 ３ 連 単 ��� １３，６９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２６１７３８（返還計 ２１１） 的中 � ３２４７２（４番人気）
複勝票数 差引計 ４３１４５８（返還計 ２３２） 的中 � ４８３２９（４番人気）� ６９９１５（２番人気）� １０６２１５（１番人気）
枠連票数 計 ３０４９４４ 的中 （７－８） ３０１８５（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ８４１１６３（返還計 ７７８） 的中 �� ３８７２８（５番人気）
馬単票数 差引計 ５４９４９９（返還計 ４４８） 的中 �� １２２４６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３２０９２５（返還計 ９０６） 的中 �� １０１８５（７番人気）�� １７１５５（３番人気）�� １８９０２（２番人気）
３連複票数 差引計１００７３０５（返還計 ２５４２） 的中 ��� ３５５４２（２番人気）
３連単票数 差引計１４３７５２２（返還計 ２６５０） 的中 ��� ７７５４（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．１―４７．２―５９．４―１：１１．１―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルエデン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００８．９．７ 札幌４着

２００６．５．１９生 牡３鹿 母 モ ナ ベ ー ル 母母 ディサイデッドエアー ５戦１勝 賞金 １１，４００，０００円
〔出走取消〕 アドマイヤハヤト号は，疾病〔両後肢挫創〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 エングレイス号・コスモプーカ号・ナスノロビン号・ブラックリッチ号・フールハーディー号



１５０８９ ６月１４日 晴 良 （２１東京３）第８日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２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

８１１ ハ ウ オ リ 牝３鹿 ５４ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 浦河 大北牧場 ４６４－ ６１：４８．５ ４．８�

７９ ネオレボルーション 牡３青鹿５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０２＋１８１：４８．６クビ ３．３�
２２ コハクジョー 牡３芦 ５６

５４ △宮崎 北斗河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５０６＋１６１：４８．７� １０２．９�
６７ リアルプリンス 牡３栗 ５６ 松岡 正海�アカデミー 池江 泰郎 新冠 清水 克則 ５３０± ０ 〃 クビ ６．５�
８１２ ユキノセントウ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４２０－ ８１：４８．８� ８６．７�
７１０ モンテトウルヌソル 牡３黒鹿５６ 内田 博幸毛利 喜昭氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４１：４９．０１� ２．３	
３３ サクラルーラー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５１４－ ６ 〃 クビ ２３．３

１１ エムエスシャープ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義松岡 俊二氏 福永 甲 浦河 中山牧場 ４８８－ ４１：４９．１� ９７．９�
５６ ミヤビリュウオー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４５８－ ４１：４９．６３ ２５．０�
４４ � ワールドブルー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ４８４－ ７ 〃 ハナ ４１．５
６８ シ ー ダ ー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４４２＋ ４１：５０．０２	 ７３．１�
５５ 
 カ ツ ゾ ー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 田鎖牧場 ４６２＋ ２１：５０．６３	 １６６．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，１７０，６００円 複勝： ４３，０５４，３００円 枠連： ２３，１３４，８００円

普通馬連： ８０，６０９，９００円 馬単： ６５，２７８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，１６６，４００円

３連複： ９７，２３０，９００円 ３連単： １９６，７１７，０００円 計： ５７１，３６１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � ８８０円 枠 連（７－８） ３３０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ２，３３０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� １２，０５０円 ３ 連 単 ��� ４７，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３４１７０６ 的中 � ５７０６５（３番人気）
複勝票数 計 ４３０５４３ 的中 � ６８８８５（３番人気）� １０５５４６（２番人気）� ８５１７（８番人気）
枠連票数 計 ２３１３４８ 的中 （７－８） ５２０９２（１番人気）
普通馬連票数 計 ８０６０９９ 的中 �� ７７７９８（３番人気）
馬単票数 計 ６５２７８０ 的中 �� ３２４５７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１１６６４ 的中 �� ２６７５７（３番人気）�� ３０４２（２４番人気）�� ２９０７（２８番人気）
３連複票数 計 ９７２３０９ 的中 ��� ５９５８（３９番人気）
３連単票数 計１９６７１７０ 的中 ��� ３０３８（１３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．４―４９．１―１：０１．６―１：１４．２―１：２５．６―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハ ウ オ リ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．５．２ 京都１着

２００６．２．２５生 牝３鹿 母 ノースフライト 母母 シヤダイフライト ３戦２勝 賞金 １２，０００，０００円



１５０９０ ６月１４日 晴 良 （２１東京３）第８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

２４ ゴールドアカデミー 牡３栗 ５６ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４７４＋ ２１：２４．７ ３１．３�

１２ � スマートスパイダー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘大川 徹氏 松田 国英 米
Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５１８＋ ４１：２４．８� １０．５�
５９ � ミスターレンチ 牡３栗 ５６ 幸 英明�ジェイアール 岩戸 孝樹 米

J&J Equine
Investments
Corp, L. C.

B５１２－ ６１：２５．０１� ５４．４�
７１４� ケイアイダイコク 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米

B & B Zietz Stables, Inc.,
Bruce Henry Zietz &
Beverly Kay Zietz

４６８－ ４１：２５．２� １．９�
４８ アーリーアメリカン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６６＋１２１：２５．５２ ３．９�
２３ ユニヴァースガイ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：２５．７１	 ５０．８	
３５ タマニューホープ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５０± ０１：２５．８� １２．６

６１２� フローズンタイム 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介広尾レース� 加藤 征弘 英 Redmyre, Silfield

and Rathmore ５０２＋１２１：２６．３３ ６５．８�
８１５ アポロストーム 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ４９６＋ ６ 〃 アタマ ２６．９�
１１ ヘヴンリースパーク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 B４７０± ０１：２６．４� １７４．６
３６ ノボパガーレ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７８＋ ４１：２６．６１	 ２９．３�
８１６� コスモパイレット 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &
Mary R. Broman ５１４－ ４１：２６．８１	 ２８．９�

４７ トーセンラトゥール 牝３芦 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 静内 有限会社 エ
スティファーム ４０８－ ２１：２６．９� ３８１．９�

５１０ エリザベスムーン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：２７．２１� １４．０�
７１３ ベルモントダイヤ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５０８＋ ４１：２７．５１� １１８．０�
６１１ オキサキサマ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一野島 春男氏 畠山 吉宏 門別 野島牧場 ４２０－ ８１：２８．３５ ７１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，６４６，４００円 複勝： ４５，０５８，９００円 枠連： ２５，０４７，７００円

普通馬連： ９６，５０６，９００円 馬単： ６７，２６９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，９８１，６００円

３連複： １０４，４８６，８００円 ３連単： １７９，１２２，６００円 計： ５８３，１２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１３０円 複 勝 � ７９０円 � ３５０円 � １，２９０円 枠 連（１－２） ５，１８０円

普通馬連 �� ８，８５０円 馬 単 �� ２２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６６０円 �� １１，２３０円 �� ４，９１０円

３ 連 複 ��� ８７，０４０円 ３ 連 単 ��� ９９３，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３１６４６４ 的中 � ７９７９（９番人気）
複勝票数 計 ４５０５８９ 的中 � １４５７３（９番人気）� ３８２５３（４番人気）� ８４９２（１１番人気）
枠連票数 計 ２５０４７７ 的中 （１－２） ３５７５（２０番人気）
普通馬連票数 計 ９６５０６９ 的中 �� ８０５０（２４番人気）
馬単票数 計 ６７２６９７ 的中 �� ２２３３（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３９８１６ 的中 �� ５１５３（１５番人気）�� ７３３（７７番人気）�� １６９１（４７番人気）
３連複票数 計１０４４８６８ 的中 ��� ８８６（１７７番人気）
３連単票数 計１７９１２２６ 的中 ��� １３３（１３５５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．７―１２．５―１２．１―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．９―４７．４―５９．５―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドアカデミー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２００８．９．２１ 中山６着

２００６．４．１０生 牡３栗 母 ロイヤルウェーブ 母母 シヤダイウエーブ ９戦２勝 賞金 １３，２５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 キャラメルボイス号・コスモフォース号・スターノーブルマン号・ダノンマイスター号・ドスライス号・

ブライティアカフェ号・ベルイシス号・ユウキハングリー号・ラヴリードリーム号・レッドレイク号



１５０９１ ６月１４日 晴 良 （２１東京３）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２３ イケドラゴン 牡４栗 ５７ 柴田 善臣池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５２８＋ ４１：４８．４ １５．５�

５１０ エナージバイオ 牡４栗 ５７ 武 豊バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ １．９�
３６ � タ ツ ク ー ル 牡４栗 ５７

５６ ☆丸田 恭介鈴木 昭作氏 根本 康広 米
Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４６８－ ６１：４８．７１� ２８．５�
８１６ ウォーボネット 牡４鹿 ５７ 松岡 正海山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４５８－ ８ 〃 ハナ ８．８�
５９ ポケッタブルゲーム 牡４栗 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４５６± ０１：４８．８クビ １０．５�
１１ 	 フレノカトリーヌ 牝５鹿 ５５ 幸 英明�ヤブウチ 小島 茂之 浦河 岡本牧場 ４４０－ ４１：４８．９
 １５０．８�
７１５ マ ッ カ ラ ン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５４＋ ８ 〃 クビ ６．０	
３５ ラブエッセンス 牝４鹿 ５５ 武士沢友治ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４７４－ ２１：４９．１１� １７５．９

７１３ ニシノガーランド 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４７４± ０１：４９．２
 １４．２�
７１４ リバイバルシチー 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ５１０＋ ６ 〃 クビ ３６．０�
４７ � ケイプエマラティ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩岸田 勝宏氏 的場 均 英 Capt A. L.

Smith－Maxwell B４９２± ０１：４９．３� ６３．２
６１１ ナイトレセプション �６黒鹿５７ 的場 勇人 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４１：４９．４クビ １２．８�
６１２ コアレスリーヴァ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎小林 昌志氏 尾関 知人 平取 雅 牧場 ４５６－ ８１：４９．７２ ２５９．２�
２４ �	 ラ ー ナ ッ ク 牝４鹿 ５４ 菊沢 隆徳 �キャロットファーム 戸田 博文 新 Plowman

Bloodstock Ltd ４３８－ ６ 〃 ハナ ３９１．６�
８１７ シルクペガサス 牡４栗 ５７ 江田 照男有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４４２－ ２ 〃 クビ ３５．３�
１２ レオテンリュウ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真�レオ 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 ５２８－ ６１：４９．８
 ３５９．２�
４８ 	 メイシーズパレード 牝４青鹿５５ 田中 博康西見 徹也氏 小島 茂之 門別 下河辺牧場 ４４０－ １１：５０．１２ １９７．５�
８１８	 スプリングボーロ 牝４栗 ５５ 村田 一誠加藤 春夫氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４８０＋ ２１：５０．２クビ ６３２．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，４９５，６００円 複勝： ４６，７６０，８００円 枠連： ３２，０６０，６００円

普通馬連： １０１，５７４，４００円 馬単： ７１，４９４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０８７，６００円

３連複： １１４，０７２，０００円 ３連単： ２００，２６９，９００円 計： ６３４，８１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５５０円 複 勝 � ３００円 � １３０円 � ４８０円 枠 連（２－５） ９３０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ４，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２，１９０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ６，６７０円 ３ 連 単 ��� ５３，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３２４９５６ 的中 � １６５５７（７番人気）
複勝票数 計 ４６７６０８ 的中 � ３３２９７（５番人気）� １５１９４３（１番人気）� １７９９９（８番人気）
枠連票数 計 ３２０６０６ 的中 （２－５） ２５６０３（４番人気）
普通馬連票数 計１０１５７４４ 的中 �� ６１３６１（５番人気）
馬単票数 計 ７１４９４１ 的中 �� １２９９９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０８７６ 的中 �� １７１９３（５番人気）�� ３８２５（２７番人気）�� １１８５５（７番人気）
３連複票数 計１１４０７２０ 的中 ��� １２６４０（２０番人気）
３連単票数 計２００２６９９ 的中 ��� ２７５９（１４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．４―４８．２―１：０１．３―１：１３．８―１：２５．２―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．６

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

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

勝馬の
紹 介

イケドラゴン �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．２．１７ 東京７着

２００５．３．２０生 牡４栗 母 キクカフローラル 母母 サヤマジヨー １０戦２勝 賞金 １７，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 リュウセイドラゴン号
（非抽選馬） ４頭 エーシントゥルボー号・キャプテンキッド号・ジューシージーン号・ミサトフリート号



１５０９２ ６月１４日 晴 良 （２１東京３）第８日 第８競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

３５ メイショウドレイク 牡４黒鹿５７ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２０± ０１：１８．４ ２．２�

５９ ウルドサリエ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ４９６－１２１：１８．５クビ １１．１�
３４ スカイビューティー 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成藤岡 康男氏 本田 優 新冠 川上牧場 ５０２－ ４１：１８．６� １４．２�
７１２ アイオロスシチー 牡４鹿 ５７

５５ △宮崎 北斗 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 上山牧場 B５１２－１０１：１８．７� ６．３�
６１０ タツタイコウ 牡４栗 ５７ 吉田 豊鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５０４± ０１：１８．８� ５０．５�
４６ ナスノマツカゼ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４４８－ ２１：１８．９クビ ５３．５	
１１ ライコウテンユウ 牡４栗 ５７

５６ ☆丸田 恭介内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５０２－１０ 〃 アタマ ８．９

４７ テイエムヨカドー 牝５鹿 ５５ 石橋 脩竹園 正繼氏 西園 正都 鹿児島 テイエム牧場 ４４４＋ ６１：１９．３２� ２１．１�
２２ � リノーンマイア 牝４栗 ５５ 内田 博幸村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 鎌田 正嗣 ４４６＋２４１：１９．５１� ５１．８�
５８ メインヴォーカル 牡４栗 ５７

５４ ▲草野 太郎 社台レースホース坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４６２－ ６１：１９．６� １９．７�
６１１� トキメキボストン 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４８２－ ７１：１９．９１� ２０１．６�
８１５ トーコーゼウス 牡４鹿 ５７ 幸 英明森田 藤治氏 湯窪 幸雄 門別 北陽ファーム ４８６－ ４１：２０．９６ ８．７�
２３ キングオブザベスト 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次田中 準市氏 矢野 照正 新冠 上井農場 ４７６＋ ４ 〃 アタマ ２６３．０�
８１４ ミスティフォレスト 牝４青鹿５５ 藤田 伸二 �グリーンファーム 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：２１．５３� １４．０�
７１３ タイキビッグバン 牡４栗 ５７ 田中 勝春大樹ファーム 土田 稔 大樹 大樹ファーム ５１６＋１８１：２１．７１� １２６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，０１０，９００円 複勝： ４４，２４７，３００円 枠連： ３４，３４２，２００円

普通馬連： １１６，４４９，２００円 馬単： ７６，６７８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５８３，６００円

３連複： １３１，９０５，９００円 ３連単： ２２１，２５１，２００円 計： ６９９，４６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � ２８０円 枠 連（３－５） ５７０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ５５０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� ８，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３７０１０９ 的中 � １３８４９４（１番人気）
複勝票数 計 ４４２４７３ 的中 � １１５１２１（１番人気）� ４４５０９（３番人気）� ３４０８３（５番人気）
枠連票数 計 ３４３４２２ 的中 （３－５） ４４６２２（１番人気）
普通馬連票数 計１１６４４９２ 的中 �� ９６２３９（２番人気）
馬単票数 計 ７６６７８０ 的中 �� ４１４２８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７５８３６ 的中 �� ２６９９３（１番人気）�� １７１１３（４番人気）�� ６５４５（１７番人気）
３連複票数 計１３１９０５９ 的中 ��� ３６８４２（３番人気）
３連単票数 計２２１２５１２ 的中 ��� １９３８４（４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．９―２９．１―４１．４―５３．５―１：０５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウドレイク �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００７．１２．２２ 中山６着

２００５．３．１６生 牡４黒鹿 母 メイショウオッチモ 母母 オールザイヤーズ １４戦２勝 賞金 ２０，９４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 トキメキボストン号の調教師佐藤吉勝は，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。
※出走取消馬 チェリークラウン号（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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 ナンヨーナイト号・ハイデフィニション号・ピンクバーディー号・ボンジュールソノコ号・マイティークラウン号・

マッシュアップ号



１５０９３ ６月１４日 曇 良 （２１東京３）第８日 第９競走 ��
��１，６００�エーデルワイスステークス

発走１４時３５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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６６ ストロングガルーダ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８０± ０１：３４．９ ３．５�

２２ ベルベットロード 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７０－ ４１：３５．０� １１．４�
３３ ダノンヒデキ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２ 〃 クビ １８．２�
６７ ナリタクリスタル 牡３黒鹿５６ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ４ 〃 アタマ ７．１�
１１ � ロードロックスター 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 愛 K.I. Farm ４８８＋ ４１：３５．１クビ ４．１�
４４ オオトリオウジャ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 小島 茂之 三石 幌村牧場 ４９２＋ ４１：３５．２� ５．９	
５５ ジャングルストーン 牡３栗 ５６ 内田 博幸後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４４６－ ４１：３５．４１� ５６．４

８１１ ストロングロビン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８６＋１０１：３５．５クビ ４３．９�
８１０ アドバンスウェイ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４８２－ ４１：３５．８１� ６４．３�
７９ トップゾーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６０＋ ４１：３５．９クビ ５．２
７８ アクアブルースカイ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６２－ ６ 〃 ハナ ４０．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４８，９１２，４００円 複勝： ６９，６５４，８００円 枠連： ３５，５５５，１００円

普通馬連： １７２，３０３，７００円 馬単： １００，９９１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，７７０，１００円

３連複： １７９，６８０，６００円 ３連単： ３６５，０２０，７００円 計： １，０１７，８８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １９０円 � ２９０円 � ４４０円 枠 連（２－６） １，２４０円

普通馬連 �� １，９００円 馬 単 �� ３，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １，１７０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� １０，５２０円 ３ 連 単 ��� ４３，６４０円

票 数

単勝票数 計 ４８９１２４ 的中 � １１２５３４（１番人気）
複勝票数 計 ６９６５４８ 的中 � １１７８９０（２番人気）� ６１０９４（６番人気）� ３６３４２（７番人気）
枠連票数 計 ３５５５５１ 的中 （２－６） ２１２３３（５番人気）
普通馬連票数 計１７２３０３７ 的中 �� ６７１０９（１０番人気）
馬単票数 計１００９９１０ 的中 �� ２２６８０（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５７７０１ 的中 �� １５３７７（１１番人気）�� ９６４８（１８番人気）�� ５７４１（２２番人気）
３連複票数 計１７９６８０６ 的中 ��� １２６１３（３４番人気）
３連単票数 計３６５０２０７ 的中 ��� ６１７３（１６２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１１．９―１２．２―１２．７―１１．６―１１．０―１１．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングガルーダ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．８．１６ 新潟１着

２００６．２．１４生 牡３青鹿 母 フェニックスバード 母母 トロフィーポイント ５戦３勝 賞金 ３１，５４６，０００円
〔制裁〕 ロードロックスター号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番への進路

影響）



１５０９４ ６月１４日 曇 良 （２１東京３）第８日 第１０競走 ��
��２，４００�ジューンステークス

発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．６．１４以降２１．６．７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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

４８ シルバーブレイズ 牡５鹿 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５４± ０２：２６．１ １３．０�

５９ サンライズベガ 牡５鹿 ５５ 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４８６－ ４ 〃 ハナ ２０．２�
８１５ ザサンデーフサイチ 牡５黒鹿５６ 後藤 浩輝関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ２ 〃 クビ １１．２�
７１４ ヤエノアカハチ 牡５栗 ５４ 田辺 裕信�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４６０－ ８２：２６．２� ６．５�
５１０ シビルウォー 牡４鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０± ０２：２６．５１� １３．６�
２４ ブルーマーテル 牡５栗 ５５ 北村 宏司吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５６± ０ 〃 ハナ ４３．４	
３５ ドリームノクターン 牡４鹿 ５５ 伊藤 直人セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５００± ０２：２６．７１� ９．９

２３ コスモテナシャス 牡８鹿 ５２ 丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 早来 吉田牧場 B４８０－ ４２：２６．９１� １６３．０�
８１６ ワイルドコンコルド 牡５青 ５５ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５３８＋ ４２：２７．０� ４．２�
１２ シングライクバード 牝４鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４７０＋１６２：２７．１クビ ５．２
１１ ハリーアップ 牡５芦 ５６ 武 豊首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 ４７８＋１０ 〃 ハナ ５．６�
６１２ ソニックルーラー 牡６鹿 ５３ 菊沢 隆徳細谷 典幸氏 国枝 栄 静内 桜井牧場 B５１８＋ ４ 〃 アタマ ２８０．９�
７１３ コパノジングー 牡４黒鹿５５ 幸 英明小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ５０２＋ ２２：２７．３１� ２０．３�
３６ ショートローブス 牡９黒鹿５３ 武士沢友治 �サンデーレーシング 相沢 郁 早来 ノーザンファーム ４６４－ ８２：２７．５１� ７５．７�
６１１ ラ ン キ ン グ 牡６栗 ５３ 草野 太郎塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 今井 秀樹 ４８０± ０２：２８．４５ ２６０．８�
４７ アラタマサモンズ 牡７鹿 ５５ 太宰 啓介荒木 謙次氏 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０８－１０ （競走中止） １３１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，８６７，１００円 複勝： ６６，２６０，０００円 枠連： ６３，６８８，２００円

普通馬連： ２２９，４１０，１００円 馬単： １１８，３７２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，３７５，５００円

３連複： ２３４，８６３，７００円 ３連単： ４２７，９２５，５００円 計： １，２４２，７６２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ３７０円 � ５７０円 � ４８０円 枠 連（４－５） ３，９１０円

普通馬連 �� ８，１２０円 馬 単 �� １３，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８８０円 �� ２，２１０円 �� ２，５２０円

３ 連 複 ��� ２６，３１０円 ３ 連 単 ��� １６９，８９０円

票 数

単勝票数 計 ４４８６７１ 的中 � ２７２７６（７番人気）
複勝票数 計 ６６２６００ 的中 � ５０１６８（６番人気）� ２９４１５（１０番人気）� ３６６４８（７番人気）
枠連票数 計 ６３６８８２ 的中 （４－５） １２０３６（１６番人気）
普通馬連票数 計２２９４１０１ 的中 �� ２０８６６（３５番人気）
馬単票数 計１１８３７２８ 的中 �� ６３５０（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７３７５５ 的中 �� ７５７８（３０番人気）�� ６４０２（３４番人気）�� ５５８２（３７番人気）
３連複票数 計２３４８６３７ 的中 ��� ６５８８（１０６番人気）
３連単票数 計４２７９２５５ 的中 ��� １８５９（６０９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１２．３―１２．８―１２．５―１２．９―１３．１―１２．７―１１．６―１１．２―１１．５―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�
１２．６―２３．２―３５．５―４８．３―１：００．８―１：１３．７―１：２６．８―１：３９．５―１：５１．１―２：０２．３―２：１３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３５．０
１
３
９，１５，３，５，７，４－（１，２）１６（８，１１）６（１０，１２）－１４－１３
９（３，１５）５，４，１（８，２）（１０，６，１１）（１４，１２，１６）－１３

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

勝馬の
紹 介

シルバーブレイズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．１９ 京都４着

２００４．３．３０生 牡５鹿 母 シルバーネックレス 母母 シルバードシルク １７戦５勝 賞金 ９１，５８４，０００円
〔競走中止〕 アラタマサモンズ号は，競走中に疾病〔左第１指骨開放骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
※出走取消馬 セタガヤフラッグ号（疾病〔右肩跛行〕のため）



１５０９５ ６月１４日 曇 良 （２１東京３）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第２６回エプソムカップ（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５２�４歳以上
５６�，牝馬２�減，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳
５２�４歳以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１
着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

エプソム競馬場賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６７２，０００円 １９２，０００円 ９６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４８ シ ン ゲ ン 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二花木 照人氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８４－１０１：４５．５ ３．３�

６１２ ヒカルオオゾラ 牡５青 ５６ 武 豊高橋 光氏 池江 泰寿 洞爺（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２－ ４１：４５．７１� ２．０�

６１１ キャプテンベガ 牡６黒鹿５６ 横山 典弘吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４１：４６．０２ １０．５�
７１３ ショウナンラノビア 牝６栗 ５４ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ２１：４６．２１	 ３０．９�
８１６ トウショウウェイヴ 牡４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 ４６０± ０ 〃 アタマ １８．８�
１２ マストビートゥルー 牡６栗 ５６ 村田 一誠�信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４６８－ ４１：４６．４１� ４１．８	
７１５ エリモエクスパイア 牡６鹿 ５６ 蛯名 正義山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５００－ ４１：４６．５
 １３３．２

１１ チョウサンデイ 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４９２＋ ２１：４６．６クビ ９５．２�
３５ ホッコーパドゥシャ 牡７黒鹿５６ 内田 博幸矢部 幸一氏 村山 明 鵡川 片山 幹雄 ４８０＋ ８ 〃 クビ ３３．５�
２４ アーネストリー 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２４＋ ６１：４６．７	 １３．１
５９ メイショウレガーロ 牡５黒鹿５６ 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５８－１０１：４６．８	 ８１．９�
８１８ ミストラルクルーズ 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４９８± ０１：４６．９クビ １０２．３�
４７ トーセンクラウン 牡５鹿 ５６ 北村 宏司島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４６６± ０１：４７．０
 １３４．２�
８１７ ナスノストローク 牡８栗 ５６ 三浦 皇成�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５２０－１２ 〃 ハナ ２５１．９�
５１０ ダイシングロウ 牡５黒鹿５６ 藤岡 佑介大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５０４＋ ４１：４７．１	 ３５．８�
７１４ カンファーベスト 牡１０黒鹿５８ 江田 照男奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 B４６８＋ ４１：４７．４２ ３０５．２�
２３ ライムキャンディ 牝４鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５２４－ ４１：４７．７１
 ４１．０�
３６ ニルヴァーナ 牡６鹿 ５６ 幸 英明 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８２－ ４１：４８．２３ ７３．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７８，７６４，１００円 複勝： ２０８，２８０，１００円 枠連： ２０２，３２９，２００円

普通馬連： ９０８，０００，１００円 馬単： ５６０，９２２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３１，８０３，４００円

３連複： １，０４１，６１０，２００円 ３連単： ２，３３２，１７５，１００円 計： ５，６６３，８８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（４－６） ２８０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ５２０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ２，７２０円

票 数

単勝票数 計１７８７６４１ 的中 � ４３９１１４（２番人気）
複勝票数 計２０８２８０１ 的中 � ３９０４７８（２番人気）� ７７１７３３（１番人気）� １６９６０６（３番人気）
枠連票数 計２０２３２９２ 的中 （４－６） ５４８９４１（１番人気）
普通馬連票数 計９０８０００１ 的中 �� ２１４６８８１（１番人気）
馬単票数 計５６０９２２９ 的中 �� ６２８４５５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２３１８０３４ 的中 �� ４１７８８８（１番人気）�� ９１６７９（４番人気）�� １７１６６３（２番人気）
３連複票数 計１０４１６１０２ 的中 ��� ８７０６４５（１番人気）
３連単票数 計２３３２１７５１ 的中 ��� ６３４４７５（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３４．８―４６．７―５８．９―１：１０．８―１：２２．１―１：３３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．７

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

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

シ ン ゲ ン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１２．１１ 中山１５着

２００３．２．２０生 牡６黒鹿 母 ニフティハート 母母 ニフティニース １４戦８勝 賞金 １６９，８４１，０００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。
（非抽選馬） ４頭 トウショウパワーズ号・ヒラボクロイヤル号・フォルテベリーニ号・ベンチャーナイン号



１５０９６ ６月１４日 曇 良 （２１東京３）第８日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５９ スズノマグマ 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：３８．３ １３．１�

７１３ アドマイヤマントル 牡６鹿 ５７
５４ ▲伊藤 工真近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター B５０８－ ６１：３８．４� １４．８�
２４ シ ン ワ ラ ヴ 牡４青鹿５７ 柴山 雄一若尾 昭一氏 田村 康仁 鵡川 安田 幸子 B５０２± ０１：３８．５クビ ２６．９�
８１６ メジロオマリー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４５８＋ ２ 〃 クビ ９．６�
５１０ アルダントヌイ 牝４栗 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６２± ０ 〃 ハナ ３．０�
６１２� トーセンマンボ 牡６鹿 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５４２－ ２１：３８．６� ６．６	
３５ ヒラボクオウショー 牡５鹿 ５７ 松岡 正海
平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ５１２± ０ 〃 アタマ ５．８�
８１５ チャリティショウ 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ４９６＋ ４１：３８．７クビ ２７．８�
１１ フィールドジュエル 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４８２－ ８ 〃 ハナ １０．７
４７ 	 エ イ ワ ナ ギ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２８＋ ４１：３８．８クビ ３３．０�
２３ プロセッション 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：３８．９
 １３．４�
３６ セイカアレグロ 牡４鹿 ５７ 木幡 初広久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４９２± ０１：３９．１１� ４８．２�
１２ テンザンモビール 牡６黒鹿５７ 藤岡 佑介平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４８６± ０１：３９．２クビ ４５．０�
６１１� レイズミーアップ �５黒鹿５７ 武士沢友治平井 裕氏 秋山 雅一 三石 前川 清彦 ４７２－ ２１：３９．４１� １２６．５�
７１４ ストームタイガー 牡７青鹿５７ 横山 典弘吉田 照哉氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：４０．８９ ３６．７�
４８ スペシャルストック 牡１０鹿 ５７

５４ ▲大江原 圭大原 詔宏氏 大久保洋吉 様似 堀 利則 ５２４－１０１：４３．２大差 ２１８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，２８７，９００円 複勝： ７９，０８９，６００円 枠連： ６９，１３６，２００円

普通馬連： ２４４，９２７，８００円 馬単： １２８，３４２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，７２３，３００円

３連複： ２６７，３５４，８００円 ３連単： ５１０，６４１，３００円 計： １，４１８，５０３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３８０円 � ３８０円 � ７００円 枠 連（５－７） １，４８０円

普通馬連 �� ４，６５０円 馬 単 �� １２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３３０円 �� ４，９７０円 �� ４，３９０円

３ 連 複 ��� ３９，８００円 ３ 連 単 ��� ２０３，９３０円

票 数

単勝票数 計 ５１２８７９ 的中 � ３１０８６（６番人気）
複勝票数 計 ７９０８９６ 的中 � ５７４６８（５番人気）� ５６７６０（６番人気）� ２７７６６（９番人気）
枠連票数 計 ６９１３６２ 的中 （５－７） ３４６７５（５番人気）
普通馬連票数 計２４４９２７８ 的中 �� ３８９３６（１９番人気）
馬単票数 計１２８３４２４ 的中 �� ７６６２（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７７２３３ 的中 �� １２９１２（１２番人気）�� ３３０９（６１番人気）�� ３７５０（５５番人気）
３連複票数 計２６７３５４８ 的中 ��� ４９５８（１３９番人気）
３連単票数 計５１０６４１３ 的中 ��� １８４８（６５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．３―３６．９―４９．６―１：０２．４―１：１４．５―１：２６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３５．９
３ １０，１３（１５，１４）（９，１２）（８，１１）１６（３，７）（２，６，５，１）－４ ４ １０（１３，１５）（９，１２，１４，７）１１（８，１６）（３，１）（２，５）（６，４）

勝馬の
紹 介

スズノマグマ �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Bob Back デビュー ２００６．３．１９ 中山１着

２００３．４．２５生 牡６黒鹿 母 レ ン Ⅱ 母母 In The Rigging １６戦４勝 賞金 ６０，０９０，０００円



（２１東京３）第８日 ６月１４日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２５１，０１０，０００円
８，５２０，０００円
１９，４２０，０００円
１，８８０，０００円
２５，８４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，９６６，０００円
５，１４２，０００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
５５１，３４７，５００円
７５２，８５５，０００円
５８６，５７３，３００円
２，２４６，５６５，１００円
１，４００，７０８，５００円
６５３，４５２，６００円
２，５３６，１３６，１００円
４，９７０，９３５，３００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 １３，６９８，５７３，４００円

総入場人員 ４４，９４７名 （有料入場人員 ４３，５５１名）



平成２１年度 第３回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，５１２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

２，４８１，５４０，０００円
４０，０５０，０００円
２０７，９２０，０００円
１１８，９６０，０００円
２６０，６１０，０００円
１，３７３，０００円
１，３７３，０００円
５４５，６３０，０００円
４５，３７３，２００円
１４，９６８，８００円

勝馬投票券売得金
５，２５１，９８１，６００円
６，８２１，９８３，３００円
６，１９２，０１２，３００円
２２，６０９，７８０，１００円
１４，５４１，９１７，９００円
６，０６０，７４７，８００円
２４，８３０，７３５，７００円
５３，４９６，８５７，９００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １３９，８０６，０１６，６００円

総入場延人員 ４４４，０９６名 （有料入場延人員 ４３２，５７６名）




