
１４０６１ ６月６日 晴 良 （２２東京３）第６日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５ ブラックジョーク 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥山上 和良氏 和田正一郎 浦河 一珍棒牧場 ４６６－ ４１：３９．４ １０．４�

４８ トップオブザヘヴン 牝３黒鹿５４ 和田 竜二�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４２６－ ２１：３９．６１� ９．８�
７１３ パラダイスモデル 牝３黒鹿５４ 松岡 正海佐藤 守宏氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４５６＋ ２ 〃 アタマ ２３．０�
４７ シャイニイチカ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４１４－ ６１：４０．１３ ２．５�
２４ クサナギノツルギ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３０± ０ 〃 クビ ２６．７�
６１１ ハニーカラー 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４０＋ ８１：４０．２� １７．５�
５９ ニシノロコペリ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成西山 茂行氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４２８＋１２１：４０．３� ２１０．０	
３６ カンマビード 牝３栗 ５４ 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム ４７０＋ ２１：４０．４� １６．０

８１６ アマーレトウショウ 牝３栗 ５４ 内田 博幸トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４３４＋ ６１：４０．５� １３．３�
２３ ローテスクライト 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４０４± ０１：４１．０３ １６．９
７１４ イザベルドスメーン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６± ０ 〃 アタマ ３．６�
５１０ ザ ハ ブ 牝３栗 ５４

５２ △丸山 元気 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 新ひだか 服部 牧場 ５３０＋１６１：４１．２� ４８．８�

１１ ルージュブリエ 牝３栗 ５４
５１ ▲小野寺祐太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４６０－ ２ 〃 クビ ３１３．６�

１２ モアミュージック 牝３栗 ５４ 小野 次郎大原 詔宏氏 尾関 知人 浦河 有限会社
大原ファーム ４８４＋ ４１：４２．１５ １５１．２�

３５ ニコニコトート 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信苅部康太郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 原口牧場 ４３２± ０１：４２．３１ ３３５．６�
６１２ デジタルトウショウ 牝３栗 ５４ 田中 博康トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２ ―１：４２．４� １０５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９２６，８００円 複勝： ３８，１４３，９００円 枠連： ２４，５８３，５００円

普通馬連： ７４，６４８，４００円 馬単： ５０，８７０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７２３，５００円

３連複： １０１，１８６，９００円 ３連単： １３７，９６４，５００円 計： ４７９，０４７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ３９０円 � ３４０円 � ６４０円 枠 連（４－８） ６８０円

普通馬連 �� ４，５１０円 馬 単 �� ９，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６４０円 �� ３，１９０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� ３６，５９０円 ３ 連 単 ��� １７２，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２１９２６８ 的中 � １６７５９（４番人気）
複勝票数 計 ３８１４３９ 的中 � ２６２３５（５番人気）� ３１４１２（３番人気）� １４６８６（８番人気）
枠連票数 計 ２４５８３５ 的中 （４－８） ２７０６７（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４６４８４ 的中 �� １２２３７（１７番人気）
馬単票数 計 ５０８７０４ 的中 �� ３９２６（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７２３５ 的中 �� ４５４２（１８番人気）�� ２２７３（３８番人気）�� ２８８６（３０番人気）
３連複票数 計１０１１８６９ 的中 ��� ２０４１（９６番人気）
３連単票数 計１３７９６４５ 的中 ��� ５９１（４６７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．０―１２．４―１２．７―１２．５―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３６．０―４８．４―１：０１．１―１：１３．６―１：２６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックジョーク �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 サニーブライアン デビュー ２００９．６．２０ 福島中止

２００７．４．２６生 牝３鹿 母 ヒ メ チ ャ ン 母母 サクラヒメカブト １２戦１勝 賞金 ９，６００，０００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） ３頭 チェルカトローバ号・プリティエンジェル号・ポッキーホッキイ号
（非抽選馬） １頭 ディアブリッジ号



１４０６２ ６月６日 晴 良 （２２東京３）第６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

２４ ツクバキング �３黒鹿５６ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４６６－ ２１：２６．２ １３．４�

５１０ リアルフリーダム 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５６＋１２１：２６．３� ３０．７�
３５ ゴールインマーク 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�ミルファーム 小笠 倫弘 浦河 ミルファーム ４９０± ０１：２６．６１� ３．６�
５９ ケンプトンパーク 牡３黒鹿５６ 田中 勝春櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ５００－ ８１：２６．７� ２３．１�
６１１ トーセンヤッテキタ 牡３栗 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５０８＋ ２１：２６．８� ３．５�
１２ シンボリルルド 牡３鹿 ５６

５４ △丸山 元気シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４５６＋ ２１：２７．０１ ３．７	
８１５ コウセイベイビー 牡３黒鹿５６ Z．パートン杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４４０－ ４１：２７．２１� １０．８


（豪）

８１６ テンシノネオ 牡３栗 ５６ 的場 勇人杉谷 桝夫氏 牧 光二 浦河 梅田牧場 ４８２－ ２１：２７．３クビ ３５．０�
１１ シベリアンファクト 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５００ ―１：２７．７２� １４８．０�
６１２ サトノホクト 牡３栗 ５６ 横山 典弘里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 ４９０＋ ２１：２７．９１� １３．９
２３ ヴィエナトウショウ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９４＋ ８ 〃 ハナ ２１．８�
７１３ マイネルサンリット 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 元道牧場 ４７６－ ４１：２８．０� １９８．３�
４７ レジスタンス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊前田 幸治氏 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８＋ ２ 〃 ハナ １７１．０�
７１４ オンワードチアフル 牝３栗 ５４ 三浦 皇成�オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４８０＋ ２１：２８．１クビ ２５０．３�
３６ マスアンドゥナ 牡３栗 ５６ 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 ４６２＋ ２１：２９．８大差 ４６８．７�
４８ アダマスボーイ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治森 保彦氏 秋山 雅一 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４５６ ―１：３０．０１� ２５０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３６１，０００円 複勝： ３７，９２９，６００円 枠連： ２２，１９４，９００円

普通馬連： ７２，９０７，８００円 馬単： ４６，５４８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７５５，３００円

３連複： ８８，１１６，７００円 ３連単： １２５，１９３，３００円 計： ４４２，００７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３４０円 � ７９０円 � １７０円 枠 連（２－５） ３，４２０円

普通馬連 �� １６，５６０円 馬 単 �� ２９，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４２０円 �� ８８０円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� ２３，５７０円 ３ 連 単 ��� １８６，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２２３６１０ 的中 � １３１９５（５番人気）
複勝票数 計 ３７９２９６ 的中 � ２７４４９（４番人気）� １００４４（９番人気）� ７５７４５（２番人気）
枠連票数 計 ２２１９４９ 的中 （２－５） ４７９２（１４番人気）
普通馬連票数 計 ７２９０７８ 的中 �� ３２５０（３５番人気）
馬単票数 計 ４６５４８６ 的中 �� １１６７（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７５５３ 的中 �� １４４２（３８番人気）�� ７８２０（８番人気）�� ３７４４（２０番人気）
３連複票数 計 ８８１１６７ 的中 ��� ２７６０（６５番人気）
３連単票数 計１２５１９３３ 的中 ��� ４９６（４４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．１―４７．８―１：００．４―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツクバキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．３．６ 中山４着

２００７．３．１６生 �３黒鹿 母 ウェディングシルク 母母 ヘイアンブレベスト ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
※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 ジュンノアスカ号・ツルギセダン号・ハヤブサイッポン号
※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。



１４０６３ ６月６日 晴 良 （２２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 （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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

６１１ コスモカンタービレ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ４９０＋ ８１：３４．７ ６．２�

８１８ プレタポルテ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４２２－ ６ 〃 クビ ４．０�
７１５ ケイビイテルマ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊菊池 昭雄氏 高木 登 新冠 須崎牧場 ４８４± ０１：３４．８� ３．７�
１２ ハ イ マ ー ク 牝３栗 ５４

５２ △丸山 元気田島榮二郎氏 矢野 照正 新冠 村本牧場 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ２４．８�
４７ グロッタアズーラ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �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 ４５８－ ４１：３４．９� ６．５�
３５ ハートフルハピネス 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：３５．０クビ １３．１	

（豪）

７１４ レオキラメキ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠�レオ 池上 昌弘 様似 清水 誠一 ４４０＋ ４１：３５．２１� ２２．６

２３ ビ ー ラ イ ト 牡３黒鹿５６ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：３５．３� ６．９�
１１ フジマサオーシャン 牝３鹿 ５４ 和田 譲治藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山際牧場 ５１０± ０ 〃 クビ ２７５．７�

（大井）

３６ トウカイノーマル 牡３青鹿５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５３０± ０ 〃 アタマ ２０．１
８１６ カトルズフライト 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 大北牧場 ４７６ ―１：３５．４� ７２．８�
５９ トゥモローカフェ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ４２４－ ８ 〃 ハナ ６３．３�
５１０ カ リ ナ ン 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗�下河辺牧場 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 ４７２ ―１：３５．７１� ２９４．３�
７１３ ハ ン ナ リ ト 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成村上 卓史氏 小桧山 悟 浦河 川越ファーム ４１６＋ ６１：３５．８� ２０７．１�
４８ トップウイナー 牡３鹿 ５６ 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 昭和牧場 ４４０－ ４１：３６．０１� １７６．９�
２４ アジアンジェット 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�びらとり牧場 田島 俊明 平取 びらとり牧場 ４７２－ ８ 〃 ハナ ３６７．８�
６１２ グラスタイム 牡３栗 ５６

５３ ▲大江原 圭半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム ４５０± ０１：３７．１７ ５５９．７�
８１７ ウィスパーヴォイス 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：３７．７３� ７０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，９９１，８００円 複勝： ４４，７０４，７００円 枠連： ２３，４７４，２００円

普通馬連： ８３，１７９，０００円 馬単： ４９，８０３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４２０，０００円

３連複： ９２，１０３，９００円 ３連単： １３０，０４７，８００円 計： ４７８，７２５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（６－８） １，０６０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ４２０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ８，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２５９９１８ 的中 � ３３０６１（３番人気）
複勝票数 計 ４４７０４７ 的中 � ５５５９４（４番人気）� ９１７４３（１番人気）� ７９８８５（２番人気）
枠連票数 計 ２３４７４２ 的中 （６－８） １６４５８（４番人気）
普通馬連票数 計 ８３１７９０ 的中 �� ６２８８９（２番人気）
馬単票数 計 ４９８０３６ 的中 �� １４７２２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４２００ 的中 �� １５８５９（３番人気）�� １６７０５（２番人気）�� ２７７９２（１番人気）
３連複票数 計 ９２１０３９ 的中 ��� ５１４８９（１番人気）
３連単票数 計１３００４７８ 的中 ��� １０７５２（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３４．９―４６．９―５９．３―１：１１．０―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモカンタービレ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．１１．１ 東京９着

２００７．４．８生 牡３黒鹿 母 タガノニューソング 母母 ヤギリハッピー ９戦１勝 賞金 １４，４００，０００円
〔制裁〕 トップウイナー号の騎手江田照男は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）

ハイマーク号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）
※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 エニイサンデー号・セレブシチー号・トレノユーボウ号
※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。



１４０６４ ６月６日 晴 良 （２２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

５９ ゼロチョウサン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４３２＋ ２１：４７．２ １３．７�

６１１� リヴィアローズ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊山本 英俊氏 矢作 芳人 愛 J. Jam-
gotchian ４２６－１０１：４７．４１ １３．４�

２４ レディパレード 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４８８＋ ４ 〃 クビ ２３．６�
８１６ クールエレガンス 牡３青鹿５６ 蛯名 正義臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９４＋ ６１：４７．６１� ２．６�
５１０ サトノレジェンド 牡３鹿 ５６ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ６ 〃 ハナ ３．０�
７１３ ヴィヴルヴォン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６８ ― 〃 クビ ２３．８	
８１７ グラスアタック 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４５０－ ２１：４７．９２ ６０．０

６１２ ホワイトミーナ 牝３芦 ５４ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 平取 高橋 啓 ４４６＋ ２１：４８．１１� ４１．８�
２３ トーセンフェアリー 牝３鹿 ５４ 和田 譲治島川 �哉氏 中島 敏文 新ひだか 岡田スタツド ４５８－ ８１：４８．４１	 ５１２．６

（大井）

４７ テンシノローズ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二杉谷 桝夫氏 中川 公成 平取 中川 隆 ４６４－１０１：４８．５クビ ２３０．０�
７１４ クリノイマジン 牡３鹿 ５６ Z．パートン栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４４４＋ ２ 〃 アタマ ４０８．６�

（豪）

７１５ ヤマニンパソドブル 牝３青鹿５４ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４４６－ ４１：４８．７１ ７９．３�
１２ レオヒリュウ 牡３黒鹿５６ 江田 照男田中 博之氏 岩戸 孝樹 平取 二風谷ファーム ４６０± ０１：４８．９１� １０３．３�
１１ アドバンステイオー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人西川 隆士氏 田中 清隆 新ひだか 前川 正美 ４３６＋ ２１：４９．１１� ２７７．１�
３６ トレノヴィジョン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上 悦夫 ４７４＋ ６１：４９．２� ６．５�
４８ イパルファン 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一井口 莞爾氏 和田正一郎 むかわ 上水牧場 ４１２＋ ２１：４９．４１ ３３５．２�
３５ カ ラ フ 牡３芦 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 田中 裕之 ５１０ ―１：４９．７２ ３１．５�
８１８ ダーインスレイヴ 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ 前田 幸治氏 小笠 倫弘 えりも 上島牧場 ４５０－ ２１：５０．５５ ２５．０�

（豪）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，５６２，１００円 複勝： ３５，８８７，２００円 枠連： ２４，２４４，６００円

普通馬連： ７４，６０８，２００円 馬単： ４９，５１８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３３７，５００円

３連複： ８９，７８７，５００円 ３連単： １３０，９５３，３００円 計： ４５８，８９８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ３４０円 � ３８０円 � ４２０円 枠 連（５－６） ８４０円

普通馬連 �� ６，０７０円 馬 単 �� １３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ２，４００円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� ３３，０７０円 ３ 連 単 ��� ２３６，３００円

票 数

単勝票数 計 ２５５６２１ 的中 � １４７１８（５番人気）
複勝票数 計 ３５８８７２ 的中 � ２８５００（４番人気）� ２５１０４（５番人気）� ２２１２４（６番人気）
枠連票数 計 ２４２４４６ 的中 （５－６） ２１４４４（４番人気）
普通馬連票数 計 ７４６０８２ 的中 �� ９０７４（２０番人気）
馬単票数 計 ４９５１８１ 的中 �� ２６６７（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３３７５ 的中 �� ３６０７（２１番人気）�� ２９０６（２７番人気）�� ２５８６（３０番人気）
３連複票数 計 ８９７８７５ 的中 ��� ２００４（９３番人気）
３連単票数 計１３０９５３３ 的中 ��� ４０９（５６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３５．２―４６．９―５９．１―１：１１．３―１：２３．３―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９

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

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

ゼロチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００９．７．５ 福島８着

２００７．１．２１生 牡３鹿 母 タップエース 母母 タツプユアトウズ １１戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔制裁〕 ヴィヴルヴォン号の騎手北村宏司は，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３０，０００円。（１１番への進路

影響）
レディパレード号の騎手三浦皇成は，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３０，０００円。（１０番への進路
影響）

※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） ２頭 ケンシン号・ルージュビクトリー号
（非抽選馬） １頭 ミスターガッテン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０６５ ６月６日 晴 良 （２２東京３）第６日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１１ ロンギングスター 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４６４－ ２１：３７．７ ４．５�

３５ マスターソムリエ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７２－ ８１：３８．３３� ５．５�
８１６ ディアビリーヴ 牡３青鹿 ５６

５４ △丸山 元気寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４７６± ０１：３８．４� ８．８�
７１４ グランドシチー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４７６＋ ６１：３８．５� １０．７�
３６ フェバリットアワー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ４９６－ ２１：３８．９２� １５．５�
８１５ トーセンチドリアシ 牡３黒鹿 ５６

５４ △伊藤 工真島川 	哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 岡田スタツド ４７８± ０１：３９．０クビ ８２．９

１１ マコトギャラクシー 牡３栃栗５６ 吉田 豊尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４５０＋ ６１：３９．４２� ３．２�
７１３� ヒラボクソング 牡３芦 ５６ 福永 祐一�平田牧場 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida ５０８－ ８１：３９．９３ ８．７�
１２ メジロフランクリン 牡３鹿 ５６ Z．パートン�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ５０４± ０１：４０．０� ５１．２

（豪）

５１０ トゥザサミット 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４４４－ ２１：４０．２１ ７０．７�
２４ ピカンチラヴ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４２８＋１２１：４０．３� １１４．９�
４８ � アルジェンテウス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸グリーンフィールズ� 堀 宣行 米

Machmer Hall
Thoroughbreds &
Haymarket Farm

５００± ０ 〃 ハナ ２１．５�
５９ 	 ダテノセレクト 牡３青鹿５６ 和田 譲治関 駿也氏 野口 孝 宮城 関兵牧場 ５１６－ ２１：４０．９３� ２５５．３�

（浦和） （大井）

４７ ルナーレガシー 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７８－ ８１：４１．１１� ３５．８�

（豪）

２３ ディアコトミ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４４２＋ ４１：４１．７３� １９２．８�
６１２ トーセンファルコン 牡３青 ５６ 田中 勝春島川 	哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド B４９４＋ ６１：４２．１２� ６９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２６９，２００円 複勝： ３８，８５９，４００円 枠連： ２５，０３０，３００円

普通馬連： ８１，７６４，５００円 馬単： ５４，８５５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１５４，２００円

３連複： ９６，４０１，５００円 ３連単： １３８，６５８，０００円 計： ４９１，９９２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（３－６） １，１６０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ９１０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ４，２４０円 ３ 連 単 ��� ２０，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２６２６９２ 的中 � ４６５０３（２番人気）
複勝票数 計 ３８８５９４ 的中 � ５４７８５（３番人気）� ６７０４６（２番人気）� ３７２７２（４番人気）
枠連票数 計 ２５０３０３ 的中 （３－６） １６０４８（５番人気）
普通馬連票数 計 ８１７６４５ 的中 �� ４５７５５（４番人気）
馬単票数 計 ５４８５５５ 的中 �� １４８０３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１５４２ 的中 �� １４６７９（３番人気）�� ７９６８（１２番人気）�� ９３８０（８番人気）
３連複票数 計 ９６４０１５ 的中 ��� １６７９１（１１番人気）
３連単票数 計１３８６５８０ 的中 ��� ４９８８（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．３―４８．０―１：００．７―１：１３．０―１：２５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３７．０
３ ・（４，１６）（５，１１）（３，８，１２）（７，１３）（１，２）（６，１０）９－１４－１５ ４ ・（４，１６）（５，１１）１３（３，１２）１（６，８，７）（２，１０）－９，１４，１５

勝馬の
紹 介

ロンギングスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００９．１１．１５ 東京１着

２００７．３．２３生 牡３栗 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク ４戦２勝 賞金 １５，１００，０００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） ９頭 アポロノサムライ号・コスモイフリート号・サクラブライアンス号・シンキイッテン号・トウショウフォアゴ号・

マイネルセラーノス号・ミスタールイス号・メイショウクレモナ号・レディーキセキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０６６ ６月６日 晴 良 （２２東京３）第６日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

７１３ ウインクリアビュー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４５０－ ４１：３３．５ ５．４�

２３ � モエレシノノメ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 中村 和夫 ４７６＋ ２１：３３．７１� ３７．７�
１２ シーズンズベスト 牝３青鹿５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７２－ ６ 〃 クビ １．６�
８１６ オメガブルーライン 牝３芦 ５４ 蛯名 正義原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２６＋ ８１：３３．９１� １７．０�
４７ ホッカイレシフェ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�北海牧場 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０－ ２ 〃 ハナ ４５８．７�
８１７ ラジャポネーズ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４２８＋ ４１：３４．０クビ １１．２	
３６ イ オ ス 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２１：３４．１� １４．６

４８ ベネディーレ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己�大樹ファーム 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ １９．９�
８１８ ケイツーノース 牝３栗 ５４ 草野 太郎楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ４８６＋ ６ 〃 アタマ １９４．０�
３５ ロ レ ー ヌ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 ４５４＋ ６１：３４．３１� ５８．０
１１ ロスヴィータ 牝３栃栗５４ C．ウィリアムズ 岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：３４．４クビ ７７．１�

（豪）

７１４ キルシュバウム 牝３栗 ５４
５２ △丸山 元気ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４３０－ ６１：３４．８２� ５３．２�

７１５ メトロポリタン 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣近藤 英子氏 小島 茂之 浦河 辻 牧場 ４３８＋ ２１：３５．１２ ３６．９�
６１１ メンブランツァ 牝３鹿 ５４ 江田 照男 �グリーンファーム 矢野 照正 新ひだか 嶋田牧場 ４１０－ ２１：３５．７３� ８７．９�
２４ ヴィクトリアローズ 牝３栗 ５４ 的場 勇人古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 ４２８± ０１：３５．９１� １２４．７�
５１０ ヒシヴェリタス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ４３８－１４１：３６．１１� １４８．０�
６１２� ミサトサウス 牝３芦 ５４ 田中 勝春戸部 洋氏 野口 孝 日高 ファーミングヤナキタ ４８４＋ ３ 〃 クビ ４９．４�

（浦和）

５９ � ウィッシュロマンス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人栗山 良子氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 ４４４－１５１：３６．５２� ５１９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，８１９，３００円 複勝： ４９，７２２，４００円 枠連： ２８，２９１，４００円

普通馬連： ９２，８０２，２００円 馬単： ６３，６４２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，５１３，１００円

３連複： １０２，８１８，７００円 ３連単： １６９，３１０，４００円 計： ５７４，９１９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １５０円 � ４１０円 � １１０円 枠 連（２－７） ４，４７０円

普通馬連 �� ６，２２０円 馬 単 �� ９，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ２５０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ３，６８０円 ３ 連 単 ��� ３３，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３３８１９３ 的中 � ５０２５６（２番人気）
複勝票数 計 ４９７２２４ 的中 � ７３７９２（２番人気）� １６７４１（７番人気）� ２１５２９７（１番人気）
枠連票数 計 ２８２９１４ 的中 （２－７） ４６７９（１４番人気）
普通馬連票数 計 ９２８０２２ 的中 �� １１０２１（１７番人気）
馬単票数 計 ６３６４２１ 的中 �� ４９７５（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４５１３１ 的中 �� ５５８４（１５番人気）�� ４１６６４（１番人気）�� ８９４８（９番人気）
３連複票数 計１０２８１８７ 的中 ��� ２０６５９（９番人気）
３連単票数 計１６９３１０４ 的中 ��� ３７０９（８７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１１．６―１１．８―１１．８―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．３―４５．９―５７．７―１：０９．５―１：２１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインクリアビュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Riverman デビュー ２０１０．４．１８ 福島２着

２００７．２．２５生 牝３栗 母 エシュクアルバー 母母 Equate ３戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ゴールドマッシモ号・シャラントレディ号・テーブルスピーチ号・プレストクィーン号・ミオリチャン号
※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。



１４０６７ ６月６日 晴 良 （２２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

１２ ウインシュールマン 牡４青 ５７ C．ウィリアムズ �ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４３８± ０２：２６．６ ２．１�
（豪）

２４ ゴールドスパークル 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４４４＋ ２ 〃 クビ ４．６�
６１２ キングスチャペル 牡４鹿 ５７ 福永 祐一渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６２－ ２２：２６．７� ８．８�
２３ ハ イ ゲ ー ト 牡４鹿 ５７ 内田 博幸宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２２＋ ４２：２６．９１� ８．１�
５１０	
 サトノサーガ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４５４＋ ８２：２７．３２� ５３．０�
５９ マイネルファヴール 牡６鹿 ５７ 石橋 脩 �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 ４９４－ ２２：２７．５１� １２．０	
８１５
 ザバトルクラシック 牡４鹿 ５７ 小野 次郎宮川 秋信氏 伊藤 大士 門別 日高大洋牧場 ４９０＋１０２：２７．７１� ３７．７

８１６
 スペースシャトル 牡４鹿 ５７

５５ △丸山 元気嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４６４－ ２２：２７．８� ９．２�
１１ 
 ホーカーシーホーク 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４４６－ ４ 〃 アタマ １９１．７�
４７ フナベンケイ �４栗 ５７ 丸田 恭介橘 倍男氏 高橋 義博 浦河 ミルファーム ４６０± ０２：２８．０� ２７３．７
７１３
 スプリングバルサ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ５０２－ ８２：２８．６３� ３７２．０�
３５ キストゥクラウン 牝４芦 ５５ 吉田 隼人吉田 和子氏 戸田 博文 門別 日高大洋牧場 ４５２－ ４２：２８．７� １５８．７�
７１４ セイカマエストーソ 牡４鹿 ５７ 木幡 初広久米 大氏 稲葉 隆一 新ひだか タイヘイ牧場 ４９２－ ２２：２８．８� １１９．９�
３６ 
 ノーザンジュン 牝５芦 ５５ 丹内 祐次小山 豊氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ５００＋１２２：２９．０１ １０１．５�
４８ 
 ポートレイト 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 ４５０＋ ６２：２９．１� ４２５．２�
６１１ グッデーコパ 牝４青鹿５５ 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 ４７６＋ ４２：２９．６３ ２７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６３０，５００円 複勝： ３４，０６９，２００円 枠連： ２９，３５７，２００円

普通馬連： ８４，１３１，２００円 馬単： ６１，８５０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８０７，５００円

３連複： ９５，３４２，９００円 ３連単： １７６，９６２，６００円 計： ５３６，１５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（１－２） ２６０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３８０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ３，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２５６３０５ 的中 � １００１７３（１番人気）
複勝票数 計 ３４０６９２ 的中 � ９２８９２（１番人気）� ５６８６６（２番人気）� ４２９０４（３番人気）
枠連票数 計 ２９３５７２ 的中 （１－２） ８３６８６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４１３１２ 的中 �� １３６３５４（１番人気）
馬単票数 計 ６１８５０６ 的中 �� ６４２１６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８８０７５ 的中 �� ３４５００（１番人気）�� １７９００（３番人気）�� １４７７５（６番人気）
３連複票数 計 ９５３４２９ 的中 ��� ６１３５５（３番人気）
３連単票数 計１７６９６２６ 的中 ��� ３８１９０（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．３―３６．２―４８．２―１：００．２―１：１３．０―１：２６．１―１：３８．８―１：５０．９―２：０２．５―２：１４．１

コーナー
通過順位

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

２
４

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

ウインシュールマン �
�
父 ウインマーベラス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．３．８ 阪神３着

２００６．５．１２生 牡４青 母 ジュリアビコー 母母 スカーレットローズ ７戦２勝 賞金 ２２，３００，０００円
※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。



１４０６８ ６月６日 晴 良 （２２東京３）第６日 第８競走 ��
��１，３００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

７１４ ブラッシュアップ 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７６± ０１：１８．０ １３．９�

１１ ステイドリーム 牡５青 ５７ 大庭 和弥�ターフ・スポート清水 英克 門別 ナカノファーム ５２２＋１２ 〃 アタマ ６．２�
８１６� アークビスティー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 米 Darrell Brown

and Lendy Brown ５２８± ０１：１８．１� ７．７�
２４ クラッカージャック 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９０－ ２１：１８．２クビ ９．３�
３５ エヴァシャイン 牡６栗 ５７ 松岡 正海田所 英子氏 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４８６± ０１：１８．３� ６８．１�
６１１ ケイアイスウォード 牡５芦 ５７ 武士沢友治 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 静内 松田 三千雄 ５３２－ ４１：１８．５１� ６３．５	
２３ プレンティラヴ 牝６鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ５０６－ ６１：１８．６� １３．７

５１０ アプローズヒーロー 牡６鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６０± ０１：１８．７クビ ２１．１�
４８ ダイワフラッグ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 清隆 静内 服部 牧場 B５１２± ０１：１８．８� ５．７�
１２ セイコースペシャル 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム B４８６－ ２ 〃 クビ １０．５
８１５ シャインエフォート 牝４鹿 ５５

５３ △丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４７２± ０１：１８．９� １８．３�
５９ アンシャンレジーム 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５２８－ ４１：１９．１１	 ５．５�
６１２ ランブルジャンヌ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一�ターフ・スポート的場 均 浦河 谷川牧場 ４９４－ ６１：１９．３１� ５９．７�
４７ シャイニークエスト 牡４栗 ５７ 丸田 恭介小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４７２－ ４１：１９．８３ ９．４�
７１３� ワイズドリーム 牝４栗 ５５ 吉田 隼人吉田 好雄氏 天間 昭一 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４６８－ ８１：２０．２２� １６６．３�
３６ グリンガレット 牡８鹿 ５７

５５ △伊藤 工真�ターフ・スポート粕谷 昌央 静内 聖心台牧場 B４９０－ ２１：２０．５１
 １６２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，８５０，７００円 複勝： ４２，６７５，５００円 枠連： ３８，９７５，６００円

普通馬連： １１８，６００，１００円 馬単： ６５，６０１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，９６１，８００円

３連複： １４０，３２１，８００円 ３連単： ２１１，９９５，１００円 計： ６８４，９８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３９０円 � ２２０円 � ３２０円 枠 連（１－７） ２，８７０円

普通馬連 �� ４，０５０円 馬 単 �� ８，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� １，８３０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� １１，５２０円 ３ 連 単 ��� ７１，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２７８５０７ 的中 � １５８９４（９番人気）
複勝票数 計 ４２６７５５ 的中 � ２６３０１（９番人気）� ５８３７１（１番人気）� ３４０７６（７番人気）
枠連票数 計 ３８９７５６ 的中 （１－７） １００３１（１２番人気）
普通馬連票数 計１１８６００１ 的中 �� ２１６１５（２０番人気）
馬単票数 計 ６５６０１３ 的中 �� ５５１３（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８９６１８ 的中 �� ６７４３（１９番人気）�� ５１８７（２９番人気）�� ８１９１（１２番人気）
３連複票数 計１４０３２１８ 的中 ��� ８９９４（４１番人気）
３連単票数 計２１１９９５１ 的中 ��� ２２０３（２３４番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．２―１１．５―１１．９―１２．３―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．０―４０．５―５２．４―１：０４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．５
３ ８（５，７）（１，３，１６）６，１５，２，１１（４，１４）（９，１０）－（１２，１３） ４ ８，５（１，７）３，１６（６，１５）２，１１－（４，１４）１０，９，１２，１３

勝馬の
紹 介

ブラッシュアップ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１０．２０ 京都１着

２００５．４．２７生 牡５栗 母 ア マ ー レ 母母 ア ロ ー ム ２３戦４勝 賞金 ６４，８３８，０００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 ダイワシークレット号



１４０６９ ６月６日 晴 良 （２２東京３）第６日 第９競走 ��
��１，８００�ホンコンジョッキークラブトロフィー

発走１４時２５分 （芝・左）

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

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１１ チュウワプリンス 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠中西 忍氏 大久保龍志 静内（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４＋ ８１：４６．６ ７．１�

４５ トゥリオーニ 牡５青鹿５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 斎藤 誠 浦河 市川フアーム ５２２－ ２ 〃 クビ ７．４�
２２ マ イ ヨ ー ル 牡４芦 ５７ 石橋 脩岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４９４＋ ６１：４６．７クビ ７．１�
３３ ヒカルルーキー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４８６＋１２１：４７．０１� １２．４�
５７ マ イ ウ エ イ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４５６＋ ８１：４７．１� １．９�
６８ シングンレジェンド 牡４鹿 ５７ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４５４－ ４１：４７．３１� ２７．６�
７１０ エ ジ ソ ン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５３０＋ ２ 〃 クビ ３３．７	
８１２ トップキングダム 牡４栗 ５７ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７０± ０１：４７．４クビ ２７．１

６９ ファビュラスセンス 牝４栗 ５５ 横山 典弘 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３２± ０１：４７．６１	 １８．４�
５６ ノーフォークパイン 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ ８４．８

７１１ レディービスティー 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹ビスティーズホース
ユニオン 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２１：４８．０２� ２８．３�

４４ トーセンオーパス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５８－ ４ 〃 アタマ ６７．５�
８１３ サムデイシュアー 牡６鹿 ５７ 武士沢友治�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４７４－ ４１：４８．５３ ２５６．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３９，４８６，６００円 複勝： ５６，０３３，８００円 枠連： ３１，８４５，６００円

普通馬連： １５３，７００，８００円 馬単： ９９，９１２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，０５５，７００円

３連複： １６１，９７８，６００円 ３連単： ３３４，０８７，９００円 計： ９２３，１０１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２００円 � ２２０円 � ２００円 枠 連（１－４） ２，０００円

普通馬連 �� １，９５０円 馬 単 �� ４，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ５４０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ３，５３０円 ３ 連 単 ��� ２３，８００円

票 数

単勝票数 計 ３９４８６６ 的中 � ４３９２１（３番人気）
複勝票数 計 ５６０３３８ 的中 � ７４６６１（３番人気）� ６７４７０（４番人気）� ７５２４８（２番人気）
枠連票数 計 ３１８４５６ 的中 （１－４） １１７９２（９番人気）
普通馬連票数 計１５３７００８ 的中 �� ５８２３４（６番人気）
馬単票数 計 ９９９１２０ 的中 �� １６６９６（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６０５５７ 的中 �� １５７８８（６番人気）�� ２１７９３（４番人気）�� １５４８４（７番人気）
３連複票数 計１６１９７８６ 的中 ��� ３３８８８（１１番人気）
３連単票数 計３３４０８７９ 的中 ��� １０３６２（６６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．８―１１．６―１１．９―１１．６―１１．４―１１．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３５．７―４７．３―５９．２―１：１０．８―１：２２．２―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

チュウワプリンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．３．１４ 阪神１着

２００６．１．１８生 牡４黒鹿 母 コ ン パ ス 母母 コ ン カ ロ １０戦３勝 賞金 ３８，１０８，０００円
※エジソン号・レディービスティー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１４０７０ ６月６日 晴 良 （２２東京３）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．６．６以降２２．５．３０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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２３ � エアマックール 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４７４－ ６１：３６．０ ３．４�

８１５ ケイアイエーデル 牝５鹿 ５２ 丸田 恭介 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４３０± ０１：３６．４２� ９８．３�
５１０� ギシアラバストロ 牡６青鹿５５ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４８４－ ６１：３６．５� ２９．６�
２４ キュートエンブレム 牝５鹿 ５２ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：３６．６� １５．１�
７１４ サンマルセイコー 牝７黒鹿５０ 大野 拓弥相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９２－ ２１：３６．７� ３９．８�
４８ カネスラファール 牡６黒鹿５４ 吉田 豊杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ５００± ０１：３６．９� １５．４	
１１ 	 ゴールデンプライズ 牝５黒鹿５２ 田中 博康 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４９６＋ ８１：３７．２１� ７５．２

４７ フェイムロバリー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４８８＋ ２１：３７．３� ６．８�
５９ 	 マキバスマイル 牡８黒鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 勝川牧場 ５００± ０１：３７．４� １７４．７�
６１２	 グランドバイオ 牡６鹿 ５３ 勝浦 正樹バイオ� 松山 将樹 門別 日高大洋牧場 ５０６＋ ２１：３７．９３ ２２．０
３５ ボクノタイヨウ 牡５黒鹿５６ 和田 竜二平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８４＋ ２１：３８．１１ ６．７�
３６ ダノンブライアン 
６鹿 ５６ 丸山 元気�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１２± ０１：３８．２� ４６．９�
６１１ タマモグレアー 
６鹿 ５５ 福永 祐一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５１０－ ４１：３８．５２ １６．４�
８１６ パピヨンシチー 
７黒鹿５５ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４３４＋１０１：３９．２４ １１９．３�
１２ ハードウォン 牡４鹿 ５４ 三浦 皇成津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４６４－ ２１：３９．７３ ２９．５�
７１３ メイショウヨシヒサ 牡７黒鹿５６ 安藤 勝己松本 好�氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４６２－ ２ （競走中止） ３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，４３９，５００円 複勝： ６６，５０４，９００円 枠連： ４４，７９５，１００円

普通馬連： ２０４，３５５，０００円 馬単： １１２，４５７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，８４６，１００円

３連複： ２２３，５２１，４００円 ３連単： ４０３，２９０，６００円 計： １，１５２，２１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � ２，２２０円 � ８７０円 枠 連（２－８） ６，２４０円

普通馬連 �� ２１，０５０円 馬 単 �� ２９，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，１３０円 �� １，８２０円 �� ２３，０４０円

３ 連 複 ��� １４３，４５０円 ３ 連 単 ��� ６９７，０３０円

票 数

単勝票数 計 ３７４３９５ 的中 � ８７９９９（１番人気）
複勝票数 計 ６６５０４９ 的中 � １３５２１７（２番人気）� ６３２４（１４番人気）� １７１３９（１０番人気）
枠連票数 計 ４４７９５１ 的中 （２－８） ５３０２（２０番人気）
普通馬連票数 計２０４３５５０ 的中 �� ７１６７（４８番人気）
馬単票数 計１１２４５７４ 的中 �� ２８１０（８０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９８４６１ 的中 �� ２３８７（５９番人気）�� ８３１２（１９番人気）�� ６２９（１０２番人気）
３連複票数 計２２３５２１４ 的中 ��� １１５０（２５２番人気）
３連単票数 計４０３２９０６ 的中 ��� ４２７（１１９８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．２―１２．２―１２．５―１２．０―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．５―４６．７―５９．２―１：１１．２―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エアマックール �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．９．１６ 中山３着

２００５．４．６生 牡５黒鹿 母 Macarena Macarena 母母 Angelic Song ２０戦５勝 賞金 １００，６４１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔競走中止〕 メイショウヨシヒサ号は，競走中に疾病〔左第３中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 シルクイーグル号・デイフラッシュ号・トウカイプライム号・ヒシパーフェクト号・ピースキーパー号・

プラチナメーン号



１４０７１ ６月６日 晴 良 （２２東京３）第６日 第１１競走
第６０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 ３，７８０，０００円 １，０８０，０００円 ５４０，０００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

１：３１．４
１：３１．４
１：３２．１

良

良

良

８１７ ショウワモダン 牡６鹿 ５８ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１６± ０１：３１．７ １３．９�

５９ スーパーホーネット 牡７鹿 ５８ 藤岡 佑介田島 政光氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４７４± ０１：３１．８� １２．１�

１２ スマイルジャック 牡５黒鹿５８ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４８８－ ４ 〃 アタマ １０．５�
７１５ トライアンフマーチ 牡４鹿 ５８ 内田 博幸 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２１：３１．９� ６．９�
３５ � サイトウィナー 	７鹿 ５８ C．ウィリアムズ W．タム氏 J．サイズ 新 Westbury

Stud Ltd ４８０－ ６ 〃 アタマ ５８．１�
（Sight Winner（NZ）） （香港） （豪）

３６ 
 ファリダット 牡５青鹿５８ 蛯名 正義前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Management ４７２＋ ２ 〃 クビ １８．７�

４８ キャプテントゥーレ 牡５芦 ５８ 横山 典弘 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４５４－１０１：３２．０クビ ７．２	
７１４ マルカフェニックス 牡６栗 ５８ 福永 祐一河長産業
 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５２０＋ ２１：３２．１� ２３．７�
２４ � フェローシップ 	８鹿 ５８ Z．パートンW．シン氏 P．オサリバン 新 G & Mrs

L M Hodel ５１２－１９１：３２．５２� １３．０�
（Fellowship（NZ）） （香港） （豪）

８１８
 エーシンフォワード 牡５鹿 ５８ 岩田 康誠
栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４８６＋ ６１：３２．６クビ １７．４
５１０� ビューティーフラッシュ 	５栗 ５８ F．コーツィー S．コック氏 A．クルーズ 新 Windsor Park

Stud Ltd ５２６＋ ６ 〃 ハナ ９．７�
（Beauty Flash（NZ）） （香港） （南ア）

２３ アブソリュート 牡６黒鹿５８ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：３２．７� ３３．１�
８１６ サ ン カ ル ロ 牡４黒鹿５８ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６± ０１：３２．８� ３９．９�
１１ リーチザクラウン 牡４青鹿５８ 安藤 勝己臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１６＋ ４ 〃 アタマ ４．０�
６１２
 ライブコンサート 	６黒鹿５８ 和田 竜二グリーンフィールズ
 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７２－１６１：３３．１１� ９８．３�
４７ グロリアスノア 牡４黒鹿５８ 小林慎一郎�野 葉子氏 矢作 芳人 浦河 鮫川牧場 ５１２ 〃 クビ ７９．９�
６１１ マルカシェンク 牡７黒鹿５８ 柴山 雄一河長産業
 河内 洋 千歳 社台ファーム ５００－ ６１：３３．３１� ６９．２�
７１３ マイネルファルケ 牡５鹿 ５８ 松岡 正海 
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 ５１６－ ４１：３３．５１� ３０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３９９，６３２，２００円 複勝： ４１６，０６２，０００円 枠連： ６９０，６６１，７００円

普通馬連： ２，５３１，０７０，５００円 馬単： １，２３０，０１０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６０２，２５５，８００円

３連複： ３，３７１，５７６，２００円 ３連単： ６，０８６，３４８，５００円 計： １５，３２７，６１６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ４７０円 � ４９０円 � ３６０円 枠 連（５－８） ２，２００円

普通馬連 �� １２，６４０円 馬 単 �� ２６，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２７０円 �� ２，９２０円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� ５３，８５０円 ３ 連 単 ��� ３４８，７４０円

票 数

単勝票数 計３９９６３２２ 的中 � ２２６６２０（８番人気）
複勝票数 計４１６０６２０ 的中 � ２２８６１２（７番人気）� ２１７６３３（９番人気）� ３１７２１９（５番人気）
枠連票数 計６９０６６１７ 的中 （５－８） ２３２１８０（１０番人気）
普通馬連票数 計２５３１０７０５ 的中 �� １４７８８２（５２番人気）
馬単票数 計１２３００１００ 的中 �� ３４０８３（１０８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６０２２５５８ 的中 �� ３４５４４（６４番人気）�� ５０９５８（３８番人気）�� ５５７９５（３５番人気）
３連複票数 計３３７１５７６２ 的中 ��� ４６２０７（１９２番人気）
３連単票数 計６０８６３４８５ 的中 ��� １２８８０（１１４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２２．７―３３．６―４４．９―５６．３―１：０７．６―１：１９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．４
３ １８，１３（１，８，１５）（４，１０）１４，５（２，１７）（７，１２，１６）（３，９）（６，１１） ４ ・（１８，１３）１５，８（１，１０，１４）（４，５，１７）（７，１２，１６）２（３，９）１１，６

勝馬の
紹 介

ショウワモダン �
�
父 エアジハード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．７．１ 福島６着

２００４．３．３１生 牡６鹿 母 ユ メ シ バ イ 母母 ヨドセンリヨウ ３９戦１０勝 賞金 ３４８，２５０，０００円
〔制裁〕 マルカフェニックス号の騎手福永祐一は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（１２番・７番への進路影響）

サイトウィナー号の騎手C．ウィリアムズは，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（７番・１２番への進路影響）
ビューティーフラッシュ号の騎手F．コーツィーは，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３０，０００円。（３番
への進路影響）

※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。
（非抽選馬） ７頭 スズカコーズウェイ号・ストロングリターン号・セイウンワンダー号・セイクリッドバレー号・テイエムアタック号・

ラインプレアー号・ワンカラット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１４０７２ ６月６日 晴 良 （２２東京３）第６日 第１２競走 ��
��１，６００�第１５回ユニコーンステークス（ＧⅢ）

発走１６時３５分 （タイキシャトルメモリアル）（ダート・左）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ
競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１３ バーディバーディ 牡３黒鹿５７ 松岡 正海里見美惠子氏 池江 泰郎 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ２１：３６．６ １．６�

１１ バトードール 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ４１：３７．０２� ６．４�
（豪）

８１５ サンライズクォリア 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４４８＋ １１：３７．４２� ２７．９�
６１２ スターボード 牡３芦 ５６ 蛯名 正義大社 聡氏 矢野 英一 新ひだか 増本牧場 ４８６－ ２１：３７．６１� ９．５�
４８ � ド ロ 牡３栗 ５６ Z．パートン吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd ４６８－ ６ 〃 クビ ４３．５�
（豪）

２４ ブレイクチャンス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８４－ ２ 〃 ハナ ３９．０�
２３ バ ル ー ン 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４６６－ ６１：３７．７クビ ４１．２	
１２ コウユーヒーロー 牡３青 ５６ 小野 次郎加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５０６＋ ６１：３７．８� ３９７．５

８１６ タイムカード 牡３栗 ５６ 三浦 皇成錦山 登氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 ５２６＋ ６１：３７．９	 １６．３�
５９ � アースサウンド 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way

Equine, LLC ４７８± ０１：３８．０� ３３．６
５１０ ホクセツキングオー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ４８８＋ ６１：３８．１クビ ５５．１�
４７ コ コ カ ラ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ４９２－ ４１：３８．３１
 １４７．６�
３６ ハニーメロンチャン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６０＋１４１：３８．５１� ５６．７�
６１１ ノ ボ ク ン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４８２－ ２１：３９．０３ １５２．７�
７１４� ナイトオブザオペラ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �オリオンファーム藤原 英昭 米 Ocala

Horses, LLC ４７６＋ ２１：４０．０６ ８５．１�
３５ コスモセンサー 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ４９６＋ ６ （競走中止） １５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２８，１９３，３００円 複勝： ２００，３９６，８００円 枠連： １０７，４４０，６００円

普通馬連： ４５７，９６９，７００円 馬単： ３０２，６３６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５２，３６７，９００円

３連複： ５５３，３５２，１００円 ３連単： １，２４２，４４４，７００円 計： ３，１４４，８０１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ３８０円 枠 連（１－７） ４００円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ５１０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� １，８８０円 ３ 連 単 ��� ４，０５０円

票 数

単勝票数 計１２８１９３３ 的中 � ６５１６６２（１番人気）
複勝票数 計２００３９６８ 的中 � ９４０４８８（１番人気）� ２７７３７６（２番人気）� ７９４８３（６番人気）
枠連票数 計１０７４４０６ 的中 （１－７） ２１１３２１（１番人気）
普通馬連票数 計４５７９６９７ 的中 �� ８７３０４７（１番人気）
馬単票数 計３０２６３６７ 的中 �� ４０６７７７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５２３６７９ 的中 �� ２１９５４０（１番人気）�� ７３６９７（４番人気）�� ２５２８３（１４番人気）
３連複票数 計５５３３５２１ 的中 ��� ２３０９３２（３番人気）
３連単票数 計１２４２４４４７ 的中 ��� ２４１６５５（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．６―１２．１―１２．２―１２．３―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３４．９―４７．０―５９．２―１：１１．５―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バーディバーディ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．１１．１ 京都６着

２００７．２．２０生 牡３黒鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place ８戦４勝 賞金 ７６，４３８，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔競走中止〕 コスモセンサー号は，発走後につまずき，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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 エーシンリジル号・カホマックス号・スリーボストン号・セイリオス号・ゼンノベラーノ号・ソリタリーキング号・

ブルーソックス号・ペガサスヒルズ号・ベビーネイル号・ホローポイント号・メイショウツチヤマ号・
メイショウトリノ号・メテオロロジスト号・ロングロウ号

（非抽選馬） １頭 モエレエンデバー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２２東京３）第６日 ６月６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９７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

４２１，６５０，０００円
２，１３０，０００円
４０，１６０，０００円
７，２００，０００円
４４，０００，０００円
３８２，０００円
３８２，０００円

６９，５８０，０００円
６，０６０，０００円
１，９５０，３００円

勝馬投票券売得金
８１４，１６３，０００円
１，０６０，９８９，４００円
１，０９０，８９４，７００円
４，０２９，７３７，４００円
２，１８７，７０６，３００円
１，１０７，１９８，４００円
５，１１６，５０８，２００円
９，２８７，２５６，７００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 ２４，６９４，４５４，１００円

総入場人員 ６３，９６８名 （有料入場人員 ６２，１１１名）




