
１４０８５ ６月１３日 曇 良 （２２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）

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

１１ ナカヤママニッシュ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９４＋ ８１：３９．１ ５．２�

３６ ルペルカリア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：３９．２� ９．７�
６１２ スズオリヅル 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一小紫惠美子氏 保田 一隆 新ひだか 小河 豊水 ４５０± ０１：４０．０５ １１１．８�
５１０ ジュンノアスカ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４５８＋ ６ 〃 ハナ ６５．０�
４８ ネオジェイズレーヌ 牝３栗 ５４ 松岡 正海小林 仁幸氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２± ０ 〃 アタマ ２６．３�
５９ カメリアビジュ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７２－１４ 〃 ハナ ２８．７	
２４ レッドプラネット 牝３青鹿５４ 武士沢友治�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４６８＋ ６ 〃 アタマ ４．６

７１３ トーアウキウキ 牝３栗 ５４ 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４６４＋ ６１：４０．２１� １９４．７�
８１５ アモーレマテルノ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �ローレルレーシング 河野 通文 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４０＋ ２１：４０．５１� ３１．２�
６１１ タマノリテラシー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８８＋１０１：４０．７１� １４．４
８１６ サウンドクルーズ 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋２０１：４０．９� １３７．８�
３５ レッドジュリア 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 久保田貴士 日高 下河辺牧場 ４６６ ―１：４１．１１� １５６．２�
７１４ トンデモナーク 牝３栗 ５４ 横山 典弘吉田 勝己氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５１０ ― 〃 クビ ２．５�
２３ ポッキーホッキイ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社

大原ファーム ４８４－ ２１：４１．６３ ５３４．２�
１２ ク ス コ 牝３栗 ５４

５２ △丸山 元気�小林牧場 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４４６＋ ８１：４１．７� ３９３．３�
４７ ク ル タ ナ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４０４－ ２１：４２．６５ ８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７５９，１００円 複勝： ３９，７８８，９００円 枠連： １７，０７７，４００円

普通馬連： ６９，６８５，３００円 馬単： ４９，８３１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０６１，２００円

３連複： ９４，８８９，７００円 ３連単： １４０，１４０，６００円 計： ４６１，２３３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２１０円 � ２７０円 � １，７４０円 枠 連（１－３） １，５４０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ６，４８０円 �� ５，１３０円

３ 連 複 ��� ５７，５５０円 ３ 連 単 ��� ２１５，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２１７５９１ 的中 � ３３１８１（３番人気）
複勝票数 計 ３９７８８９ 的中 � ５８６７２（３番人気）� ４１６２７（４番人気）� ４７３５（１１番人気）
枠連票数 計 １７０７７４ 的中 （１－３） ８２１９（８番人気）
普通馬連票数 計 ６９６８５３ 的中 �� ２５９６７（９番人気）
馬単票数 計 ４９８３１０ 的中 �� １０１０２（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０６１２ 的中 �� １０５６５（７番人気）�� １０２９（４６番人気）�� １３０５（４０番人気）
３連複票数 計 ９４８８９７ 的中 ��� １２１７（１１１番人気）
３連単票数 計１４０１４０６ 的中 ��� ４７９（４９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３５．３―４７．７―１：００．３―１：１２．６―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナカヤママニッシュ �
�
父 トワイニング �

�
母父 Mountain Cat デビュー ２０１０．５．３０ 東京２着

２００７．４．１５生 牝３鹿 母 レビューナカヤマ 母母 Ocean Breeze ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００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 アースシャネル号・クレバーリボン号・スペシャルグルーヴ号・ディアブリッジ号・マイティーアゲン号



１４０８６ ６月１３日 晴 良 （２２東京３）第８日 第２競走 ��
��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

１２ リリースバージョン 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４８０＋１０２：１５．８ ８７．９�

５９ エ ド ヒ ガ ン 牡３芦 ５６ 吉田 豊吉田 和子氏 清水 英克 日高 横井 哲 ４７８－ ４ 〃 ハナ ３．７�
３５ マイネルバンベール 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 ４７０＋ ４２：１５．９� １４．９�
６１２ トーアボンジョルノ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９０－ ２２：１６．４３ ２．６�
４７ アンディアブル 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 坂戸 節子 ４７４－ ２ 〃 ハナ １１．７�
２３ ドリームゴスペル 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ５３２＋ ６ 〃 アタマ ７５．１�
７１３ ドラゴンソニック 牝３青鹿５４ 吉田 隼人窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋ ４２：１６．８２� ２８．４	
８１５ ナムラウォーリアー 牡３青鹿５６ 田中 勝春奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４５４＋ ２ 〃 アタマ ４．７

５１０ マキシムトパーズ 牡３青鹿５６ 大庭 和弥小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４９０＋ ２２：１７．２２� ３２．９�
７１４ トウショウカナル 牡３栗 ５６ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５２＋ ６２：１７．３� ３２７．０�
８１６ タノムワグランプリ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�グランプリ 村山 明 日高 目黒牧場 ４６０± ０２：１７．４� ３７６．５
６１１ ミストラルスーパー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司首藤 徳氏 池上 昌弘 浦河 野表 俊一 ４８０＋１０２：１７．６１� ４９．４�
３６ アルコベジータ 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �MSプランニング 池上 昌弘 新ひだか 畠山牧場 ４９４－ ６２：１８．３４ ２１．９�
１１ クレバーシチー 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 日高 富川田中牧場 ４９８＋ ３２：１８．６１� ５３．９�
４８ シルクメガリス 牡３青鹿５６ 松岡 正海有限会社シルク手塚 貴久 新冠 石郷岡 雅樹 ５３８－ ２２：１９．３４ ２５．９�
２４ メイスンノミネート 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成梅村 浩氏 小島 茂之 新ひだか 井高牧場 ５０４ ―２：１９．８３ １１４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２５４，５００円 複勝： ３４，１７４，９００円 枠連： １７，６２３，２００円

普通馬連： ６５，８１９，５００円 馬単： ４３，４３６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１５３，０００円

３連複： ８２，０５４，７００円 ３連単： １２０，７６３，３００円 計： ４０８，２７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，７９０円 複 勝 � １，７３０円 � １８０円 � ３４０円 枠 連（１－５） ５，８４０円

普通馬連 �� １９，４８０円 馬 単 �� ４４，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１６０円 �� ７，９７０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ５８，９１０円 ３ 連 単 ��� ５５０，１５０円

票 数

単勝票数 計 １９２５４５ 的中 � １７２７（１３番人気）
複勝票数 計 ３４１７４９ 的中 � ４０２９（１３番人気）� ６５４５３（２番人気）� ２５２９２（５番人気）
枠連票数 計 １７６２３２ 的中 （１－５） ２２３０（１７番人気）
普通馬連票数 計 ６５８１９５ 的中 �� ２４９４（４１番人気）
馬単票数 計 ４３４３６６ 的中 �� ７２２（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１５３０ 的中 �� １４５６（４０番人気）�� ７５４（５６番人気）�� ７５２４（７番人気）
３連複票数 計 ８２０５４７ 的中 ��� １０２８（１２７番人気）
３連単票数 計１２０７６３３ 的中 ��� １６２（８９３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１９．０―３２．５―４６．１―５９．２―１：１２．９―１：２６．０―１：３８．２―１：５０．３―２：０２．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

リリースバージョン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．８．２ 札幌５着

２００７．１．２０生 牡３鹿 母 レールマラン 母母 Lite Light ９戦１勝 賞金 ６，９５０，０００円
〔騎手変更〕 アンディアブル号の騎手武士沢友治は，検査のため田辺裕信に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エピックジャーニー号・フォルモンド号
（非抽選馬） １頭 トウカイセイバー号



１４０８７ ６月１３日 晴 良 （２２東京３）第８日 第３競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

５１０ マイネルレガーロ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５０８－ ６１：２０．１ ３．６�

１１ カオカオプリン 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４４６＋ ８ 〃 ハナ ８．１�
４７ オールザワールド 牡３黒鹿５６ 内田 博幸前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ４１：２０．４１� ４．７�
６１２ カツヨプリンセス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣丹羽 茂文氏 中野渡清一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４３８＋ ８１：２０．５� ４９．９�
８１５ ケイアイブル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 日高 エンドレス

ファーム ４４４＋ ６１：２０．６クビ ２７．７�
３５ エクセリオン 牡３芦 ５６ 福永 祐一岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７８＋ ２１：２０．７� １２．３�
６１１ ナムラトリトン 牡３芦 ５６

５３ ▲菅原 隆一奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４１６± ０ 〃 クビ ２．６	
２４ ネヴァマスタング 牡３芦 ５６

５３ ▲小野寺祐太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 ５２０± ０１：２０．８� ２８．１

２３ ニシノファウスト 牡３栗 ５６

５４ △丸山 元気西山 茂行氏 相沢 郁 むかわ 西山牧場 ４７６－ ４１：２１．３３ １５．４�
７１４ シ ン セ ツ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�昭和牧場 中川 公成 浦河 昭和牧場 ４１０－ ８１：２１．５１� ２８０．８
３６ ビタープルーフ 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ５４２ ― 〃 クビ １１６．３�
４８ マンカイノサクラ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４５８－ ４１：２１．９２� １６０．２�
７１３ フリークタップ 牡３鹿 ５６ 草野 太郎吉永 清美氏 大竹 正博 浦河 木村牧場 ４２８－ ４１：２２．９６ ７４０．４�
１２ アミフジハッチ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 ４４８ ―１：２４．９大差 ２６４．３�
８１６ ビビアンビート 牝３栗 ５４ 南田 雅昭門野 重雄氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 ４５２ ―１：２５．７５ ６０６．２�
５９ ヒビキクエスト 牡３鹿 ５６ 田中 博康中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 ５００＋２４１：３１．６大差 ５０６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６１６，７００円 複勝： ３７，９１４，９００円 枠連： ２０，４９１，７００円

普通馬連： ６９，０９０，８００円 馬単： ４８，１４８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５８７，３００円

３連複： ８５，０９２，９００円 ３連単： １３４，８２９，３００円 計： ４４７，７７２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（１－５） １，４４０円

普通馬連 �� １，８６０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ４００円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� １６，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２４６１６７ 的中 � ５４３５０（２番人気）
複勝票数 計 ３７９１４９ 的中 � ７５３２７（２番人気）� ３９３６３（４番人気）� ５６２３１（３番人気）
枠連票数 計 ２０４９１７ 的中 （１－５） １０５４９（６番人気）
普通馬連票数 計 ６９０９０８ 的中 �� ２７４７９（７番人気）
馬単票数 計 ４８１４８４ 的中 �� １１５１２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５８７３ 的中 �� １１３４７（７番人気）�� １８０２８（３番人気）�� １２０１２（６番人気）
３連複票数 計 ８５０９２９ 的中 ��� ２６２６４（６番人気）
３連単票数 計１３４８２９３ 的中 ��� ６１５８（４８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．６―３０．４―４２．５―５４．４―１：０６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルレガーロ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２００９．６．２１ 札幌１０着

２００７．３．１９生 牡３黒鹿 母 コスモキャンドル 母母 ピアルピナス １１戦１勝 賞金 １６，３５０，０００円
〔騎手変更〕 カツヨプリンセス号の騎手武士沢友治は，検査のため柴田善臣に変更。

・・・〔制裁〕 ヒビキクエスト号の騎手田中博康は，発走後に左あぶみ革の尾錠がはずれたことについて過怠金３０，０００円。
・・・〔その他〕 ヒビキクエスト号は，発走後に左あぶみ革の尾錠がはずれたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アミフジハッチ号・ビビアンビート号は，平成２２年７月１３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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 カシノアレグロ号・ハヤブサイッポン号



１４０８８ ６月１３日 晴 良 （２２東京３）第８日 第４競走 ��
��２，４００�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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

６１１ ワイズミューラー 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４８－ ４２：２８．６ ２．９�

５９ スリーピークス 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 ４５２＋ ４２：２８．８１� ３２．９�
２４ マ ー ニ ー 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ３７８－ ４ 〃 ハナ ６．６�
５１０ ツクバハヤテ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人荻原 昭二氏 高橋 祥泰 日高 ヤナガワ牧場 ５００－ ６ 〃 クビ ９．３�
７１４ マイネルシエロ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０２－ ４２：２８．９クビ １８．０�

７１５ ノアパートナー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠佐山 公男氏 中川 公成 新ひだか 飛野牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ ２９．２	
６１２ ダイジェスト 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣齊藤四方司氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ５１４－ ２２：２９．２２ ９４．８

３５ リュウシンドラゴン 牡３青鹿５６ 大野 拓弥桑畑 �信氏 高木 登 えりも エクセルマネジメント B４６６＋ ２２：２９．５１� ６４．１�
１１ サンデーチョウサン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ５０２± ０ 〃 アタマ ７５．１
８１８ トゥビーロイヤル 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �社台レースホース河野 通文 安平 追分ファーム ４９０－ ８２：３０．９９ ５．８�
３６ ネオフェリーク 牝３芦 ５４ 福永 祐一小林 仁幸氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２８－ ４２：３１．２１� ７７．３�
８１７ メテオールシャワー 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信�ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 B５３８－１６２：３１．５１� １６３．０�
８１６ コウヨウリョウ 牡３芦 ５６

５３ ▲小野寺祐太寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 B４７６－ ２ 〃 ハナ ２２０．７�
７１３ ウインアクレイム 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２６＋ ４２：３１．７１� ２７．２�
１２ コスモダーエ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新ひだか 橋本牧場 ４６０＋１０２：３２．０１� ９８．１�
２３ ミスターガッテン 牡３栗 ５６ 西田雄一郎大島 敏氏 本間 忍 新ひだか 安田 豊重 ４９０＋ ２２：３２．２１� ３１９．４�
４７ ペイデュソレイユ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６４－ ２２：３４．９大差 １４１．１�
４８ ダイワマニング 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４８６± ０２：３５．２１� ４．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，１９６，５００円 複勝： ３３，９０５，０００円 枠連： ２４，１８６，９００円

普通馬連： ６８，６４８，４００円 馬単： ４８，２１２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１４５，５００円

３連複： ８５，５８３，８００円 ３連単： １２８，６７３，１００円 計： ４３７，５５１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １７０円 � ５２０円 � ２２０円 枠 連（５－６） １，４１０円

普通馬連 �� ５，７１０円 馬 単 �� ８，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６４０円 �� ５００円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ８，２５０円 ３ 連 単 ��� ５２，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２１１９６５ 的中 � ５８８４５（１番人気）
複勝票数 計 ３３９０５０ 的中 � ６２６６８（２番人気）� １３５７７（７番人気）� ４２３９８（４番人気）
枠連票数 計 ２４１８６９ 的中 （５－６） １２６９４（７番人気）
普通馬連票数 計 ６８６４８４ 的中 �� ８８８４（１８番人気）
馬単票数 計 ４８２１２６ 的中 �� ４０１３（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１４５５ 的中 �� ３９３２（１９番人気）�� １４４７７（４番人気）�� ３８４８（２０番人気）
３連複票数 計 ８５５８３８ 的中 ��� ７６６３（２２番人気）
３連単票数 計１２８６７３１ 的中 ��� １８２５（１４３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１３．２―１３．３―１２．２―１２．６―１２．５―１２．５―１２．４―１２．０―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．８―３７．０―５０．３―１：０２．５―１：１５．１―１：２７．６―１：４０．１―１：５２．５―２：０４．５―２：１６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．１
１
３

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

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

ワイズミューラー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１０．３．２０ 阪神２着

２００７．５．１９生 牡３栗 母 サトルスマイル 母母 サトルチェンジ ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイデュソレイユ号・ダイワマニング号は，平成２２年７月１３日まで平地競走に出走できない。



１４０８９ ６月１３日 晴 良 （２２東京３）第８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

１２ コスモイフリート 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ４９８＋ ６１：３８．２ １９．６�

５１０ エターナルロブロイ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ５．３�
４７ スマイルタイム 牡３黒鹿５６ 福永 祐一青山 洋一氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋ ８ 〃 ハナ １．５�
７１３ 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± ０１：３８．６２� ２９．６�
６１２ マスタールティア 牝３鹿 ５４ 小林 淳一村山 卓也氏 柴崎 勇 新冠 細川農場 ４６６± ０１：３８．７クビ １６．５�
８１６ トウショウフォアゴ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成トウショウ産業� 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 ４７４＋ ２ 〃 クビ ２６．５	
６１１ キョウエイナゲット 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 B４３６－ ４１：３９．５５ １６．１

３６ ジョウノルビー 牝３栗 ５４ 北村 宏司小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４３２＋１０１：３９．６� ５０．３�
１１ ウィッシュアゲン 牝３鹿 ５４

５２ △丸山 元気浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ４４０－ ４１：３９．９１� １５．６�
４８ メイルストローム 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１８＋１０ 〃 ハナ ２１７．３
５９ マイネルセラーノス 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋１２１：４０．１１� １１１．２�
２３ ジュエルビスティー 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４３４－ ４１：４０．５２� ７３．２�
２４ シンキイッテン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８０＋ ６ 〃 ハナ １８６．１�
３５ ゴーゴーシュンスケ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４５８＋ ４１：４０．７１� ４５．５�
８１５ チュウワブロッサム 牝３鹿 ５４ 四位 洋文中西 忍氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ２１：４１．０１� １２９．７�
７１４ マイネフェリックス 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４６２± ０１：４１．２１� １２６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６６８，９００円 複勝： ６１，６４７，２００円 枠連： ２６，０７５，５００円

普通馬連： ７６，４２１，７００円 馬単： ６４，３２５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，９３４，９００円

３連複： １００，１４３，６００円 ３連単： １８６，０７０，８００円 計： ５７３，２８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９６０円 複 勝 � ２９０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（１－５） １，３３０円

普通馬連 �� ３，２９０円 馬 単 �� ８，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ４７０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，４５０円 ３ 連 単 ��� ２４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２５６６８９ 的中 � １０３３７（６番人気）
複勝票数 計 ６１６４７２ 的中 � ２３７４３（６番人気）� ８１３９０（２番人気）� ３５０９１５（１番人気）
枠連票数 計 ２６０７５５ 的中 （１－５） １４５１７（４番人気）
普通馬連票数 計 ７６４２１７ 的中 �� １７１８２（１２番人気）
馬単票数 計 ６４３２５９ 的中 �� ５７６０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２９３４９ 的中 �� ８１６５（１１番人気）�� １５３２７（５番人気）�� ６２７０１（１番人気）
３連複票数 計１００１４３６ 的中 ��� ５１０１０（４番人気）
３連単票数 計１８６０７０８ 的中 ��� ５７１３（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．５―４８．１―１：００．７―１：１３．１―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモイフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１２．１３ 中京２着

２００７．５．１生 牡３栗 母 ローレルヴェロッサ 母母 メイシヨウスキー ７戦２勝 賞金 １７，３５３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 エクストラセック号・オネスト号・カワキタシュテルン号・ギャザーロージズ号・グラスサミット号・

ゴールドバシリスク号・タマビッグボス号・ディアユウキ号



１４０９０ ６月１３日 晴 良 （２２東京３）第８日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

８１６ ダイワアセット 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム ４８８－ ６１：３５．０ １．７�

７１５ ウインドジャズ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド B４７６－ ４１：３５．２１� ４３．８�
１２ サウンドバラッド 牡３鹿 ５６ 内田 博幸増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６ 〃 ハナ ７．８�
８１７ テーブルスピーチ 牝３栗 ５４ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ １５．６�
６１２ マ シ ラ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ８１：３５．５１� １１４．１�
３６ ミオリチャン 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４１２± ０ 〃 クビ ８．２�
５１０ エーブチェアマン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 	レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４３０＋ ６１：３５．７１� １２．４

８１８ エフティフローラ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５０－ ２ 〃 ハナ ４８．５�
４８ レッドクロス 牡３栗 ５６ 北村 宏司 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４４８－ ６ 〃 クビ １５．２�
３５ トーセンポセイドン 牡３黒鹿５６ 江田 照男島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 落合 一巳 ４３０＋ ２ 〃 ハナ ２６．１
７１４ シャドウエレメント 牡３鹿 ５６ 田中 勝春飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ １８２．０�
２３ ケイエスケイト 牡３鹿 ５６ 村田 一誠キヨシサービス	 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４５６－ ２１：３５．９１� １９８．１�
６１１ ゴールドマッシモ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４８２＋１０１：３６．０クビ ９３．３�
４７ ル ロ ワ 牡３青鹿５６ 福永 祐一栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４７０± ０ 〃 クビ １０３．９�
７１３ デュアルサクセス 牡３黒鹿 ５６

５４ △丸山 元気吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ８ 〃 アタマ １８７．４�
２４ タイセイワイルド 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４５８－１２１：３６．３１� １０１．０�
５９ シャラントレディ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ２１：３６．８３ ２６．８�
１１ ナンヨーストロング 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ４１：３７．１２ ２２．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，６０２，７００円 複勝： ４１，１５９，８００円 枠連： ２６，６０７，３００円

普通馬連： ８０，１１１，５００円 馬単： ５３，３８９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７３２，３００円

３連複： ８８，８４５，８００円 ３連単： １４４，５６０，８００円 計： ４９４，００９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ５３０円 � １９０円 枠 連（７－８） １，３８０円

普通馬連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ３５０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� ５，８３０円 ３ 連 単 ��� ２３，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２９６０２７ 的中 � １３７２８６（１番人気）
複勝票数 計 ４１１５９８ 的中 � １４３９４８（１番人気）� １２７９９（９番人気）� ４９７７２（３番人気）
枠連票数 計 ２６６０７３ 的中 （７－８） １４２９４（７番人気）
普通馬連票数 計 ８０１１１５ 的中 �� ２５９２３（９番人気）
馬単票数 計 ５３３８９４ 的中 �� １３５１１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７３２３ 的中 �� ７８０２（１０番人気）�� ２４１５４（２番人気）�� ２６３４（２６番人気）
３連複票数 計 ８８８４５８ 的中 ��� １１２５９（１８番人気）
３連単票数 計１４４５６０８ 的中 ��� ４５５３（６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．６―３５．５―４８．１―１：００．３―１：１１．６―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワアセット �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００９．１１．８ 東京１着

２００７．２．２１生 牡３黒鹿 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー ９戦２勝 賞金 ３５，０１２，０００円
〔発走状況〕 ナンヨーストロング号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻７分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナンヨーストロング号は，平成２２年６月１４日から平成２２年７月４日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※デュアルサクセス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１４０９１ ６月１３日 晴 良 （２２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

３６ シャイニータイガー 牡４黒鹿５７ 江田 照男小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ４３６＋ ６１：４７．９ ５．７�

６１１ ガンズオブナバロン 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：４８．１１� ６．５�
３５ � タ ツ ク ー ル 牡５栗 ５７

５５ △丸山 元気鈴木 昭作氏 根本 康広 米
Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４８２＋ ２１：４８．２� ７．５�
６１２� ベストプロジェクト 牡５栗 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Flaxman

Holdings Ltd ４９６－ ２ 〃 クビ ９．９�
２３ 	 リバーインバウンド 牝４栗 ５５ 西田雄一郎河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４３６＋ ６１：４８．４１
 １２１．６�
７１４ シルクドルフィン 牡４鹿 ５７ 田中 博康有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ４９４－ ６１：４８．５クビ ２５．４�
８１８ バックハウス 牡４栗 ５７ 蛯名 正義池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４６０－ ２１：４８．６� ８．４	
４８ プラチナループ 牝４栗 ５５ 吉田 豊 IHR 田村 康仁 新ひだか 坂本牧場 ４４２＋ ２１：４８．７� ４９．２

１１ シュヴァイツァー 牡４青鹿５７ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 ５３２± ０ 〃 クビ ２４．８�
８１６ シンセサイザー 牡５黒鹿５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ６１：４９．１２� ６．４�
４７ エイシンブイダンス 牡５栗 ５７ 松岡 正海平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ４８４± ０１：４９．２� ５．９
８１７ ナ パ 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成ユアストーリー 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４５４＋１４ 〃 クビ ２８．８�
７１３	 ル ー シ エ ン 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４１４－ ６１：４９．４１ １０４．５�
２４ ハーレムスウィング 牝４黒鹿５５ 四位 洋文吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４１：４９．６１ ３３．７�
５１０	 ジーガードトウ 牡５栗 ５７ 中谷 雄太�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ４３８－２３１：４９．９２ ２９３．４�
７１５	 イノセントスカイ �５鹿 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ８ 〃 ハナ ２９．３�
５９ シルクエンデバー 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９４－ ２１：５０．０クビ ２８．４�

（１７頭）
１２ 	 ナンヨーサンセット 牡５鹿 ５７ 武士沢友治中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，６３６，５００円 複勝： ４０，３５９，９００円 枠連： ３１，４３４，７００円

普通馬連： ９１，８６０，８００円 馬単： ５５，８０８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１４６，３００円

３連複： １０９，８５２，０００円 ３連単： １６５，８６６，７００円 計： ５４８，９６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２００円 � ２５０円 � ２３０円 枠 連（３－６） ７３０円

普通馬連 �� ２，４３０円 馬 単 �� ４，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� ７６０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ６，１３０円 ３ 連 単 ��� ３４，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２３６３６５ 的中 � ３２７２９（１番人気）
複勝票数 計 ４０３５９９ 的中 � ５６３２５（２番人気）� ４０７１５（５番人気）� ４６８５７（４番人気）
枠連票数 計 ３１４３４７ 的中 （３－６） ３１９２５（４番人気）
普通馬連票数 計 ９１８６０８ 的中 �� ２７９７０（１０番人気）
馬単票数 計 ５５８０８３ 的中 �� ８６２１（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１４６３ 的中 �� ７５８６（１１番人気）�� ９９３４（６番人気）�� ６９６９（１４番人気）
３連複票数 計１０９８５２０ 的中 ��� １３２３４（２１番人気）
３連単票数 計１６５８６６７ 的中 ��� ３５６１（９９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．８―１２．２―１２．４―１２．４―１１．５―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３５．９―４８．１―１：００．５―１：１２．９―１：２４．４―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．０

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャイニータイガー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１０．２５ 東京８着

２００６．４．１３生 牡４黒鹿 母 スピーディローザー 母母 タイガーローザ ９戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
〔出走取消〕 ナンヨーサンセット号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 シルクエンデバー号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻４分遅延。
※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 アイティーバトル号・トーセンマルゴー号・マルタカインプレス号
（非抽選馬） １頭 ラムタムタガー号



１４０９２ ６月１３日 曇 良 （２２東京３）第８日 第８競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

４８ シンクロナイザー 牡４黒鹿５７ 宮崎 北斗グリーンスウォード 中川 公成 浦河 西田 雄二 ４７６＋ ８１：２４．８ ２５．７�

１１ スマートキャスター 牡５青 ５７ 柴山 雄一大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ ６．９�
５１０ ノボレインボー 牝４芦 ５５ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４８２＋ ２１：２５．０１ ２．６�
５９ �� ジャッカヴェルデ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I

Bloodstock ４９０－ ６１：２５．３１	 １０．７�
２４ � パープルマジック 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成水上 行雄氏 柴田 政人 新ひだか 塚田 達明 ４５４＋ ２ 〃 アタマ １１．２�
７１３ エルビートル 牡４鹿 ５７ 内田 博幸渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 ４６４－ ６ 〃 ハナ ７．８�
８１５ エフティレガシー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４４８－ ４１：２５．５１
 ８．１	
６１２ ミラクルフルーツ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム B４９４± ０１：２５．６	 ８７．６

４７ ガ ク ニ ホ シ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４７８－ ２１：２６．０２
 ２５５．１�
１２ � クレムリンエッグ 牡５栗 ５７ 吉田 隼人�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm B４９６－ ８１：２６．２１� １３．８�
３５ �� ハンサムウーマン 牝４黒鹿

５５
５３ △丸山 元気寺田千代乃氏 加藤 征弘 米

Liberation Farm
and Brandywine
Farm, LLC

４４２－ ５１：２６．９４ ８１．７
３６ �� シルバーフェザント 牡４芦 ５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 米

Whose Your
Daddy? Breed-
ing LLC

４８４－１４１：２７．３２
 １５１．６�
６１１�� ピサノロダン 牡４鹿 ５７ 中舘 英二市川 義美氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

５０６＋ ４１：２８．２５ ７．７�
８１６�� キャンディームーン 牝４栗 ５５ 福永 祐一吉田 好雄氏 野中 賢二 米 Merry Go－Round

Co., Ltd. ４７８－ ８１：２８．８３
 １１４．４�
２３ リネントランポリー �４栗 ５７ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ５２０＋２８１：２８．９クビ ２２７．１�
７１４ ディアトゥドリーム 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝増田 雄一氏 勢司 和浩 新ひだか 三石橋本牧場 ４５８－ ８１：２９．８５ ８８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７９２，３００円 複勝： ４４，６８２，１００円 枠連： ３０，４３４，１００円

普通馬連： １０６，４９２，３００円 馬単： ６９，２８１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２９７，５００円

３連複： １１８，９３８，５００円 ３連単： ２０５，２１４，５００円 計： ６３６，１３２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５７０円 複 勝 � ５２０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（１－４） ７，２９０円

普通馬連 �� １１，４００円 馬 単 �� ２９，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４８０円 �� １，１６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ７，９６０円 ３ 連 単 ��� １１１，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２５７９２３ 的中 � ７９２３（９番人気）
複勝票数 計 ４４６８２１ 的中 � １５１８４（９番人気）� ５９７４９（２番人気）� １２７９２４（１番人気）
枠連票数 計 ３０４３４１ 的中 （１－４） ３０８５（２１番人気）
普通馬連票数 計１０６４９２３ 的中 �� ６８９７（３１番人気）
馬単票数 計 ６９２８１２ 的中 �� １７１５（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２９７５ 的中 �� ３２２０（３０番人気）�� ７１８１（１６番人気）�� ２８３３１（１番人気）
３連複票数 計１１８９３８５ 的中 ��� １１０３１（２７番人気）
３連単票数 計２０５２１４５ 的中 ��� １３５８（３５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．１―４７．４―５９．５―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンクロナイザー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ティッカネン デビュー ２００９．１．１１ 中山４着

２００６．５．３生 牡４黒鹿 母 マルターズフラワー 母母 セリノチグサ １３戦２勝 賞金 １７，８２０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 シンクロナイザー号の騎手宮崎北斗は，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５０，０００円。（１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ベルモントパッシオ号
（非抽選馬） ３頭 ゴーアップドラゴン号・シリコンフォレスト号・リーチマイドリーム号



１４０９３ ６月１３日 曇 良 （２２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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

１２ ソウルフルヴォイス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：３４．５ １０．２�

４８ レディアルバローザ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４７２＋ ６ 〃 アタマ １１．７�
５１０ バ シ レ ウ ス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６８＋ ４１：３４．７１� ３．７�
３５ モンテフジサン 牡３栗 ５６ 中舘 英二毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４６４－ ２１：３４．８� ２２．６�
５９ トゥニーポート 牝３黒鹿５４ 村田 一誠�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ １０７．２�
２３ セ イ リ オ ス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：３５．０１� ２６．３	
７１４ レインスティック 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４３６－ ４１：３５．１� ２４．１

８１５ シャイニンアーサー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４７６－ ２ 〃 クビ ６．１�
６１２ エーシンリジル 牝３鹿 ５４ 田中 博康�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５０＋ ２１：３５．３１� １１０．５�
２４ マイネルカリバーン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ４９２± ０１：３５．４クビ １４．０
６１１ マイネルマルシェ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４４０± ０１：３５．６１� １１．９�
４７ スティルゴールド 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４８４＋ ６１：３５．７� １１．０�
３６ � モエレエンデバー 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８０－１０１：３５．８	 ７４．６�
８１６ サトノジューオー 牡３青鹿５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１６± ０１：３５．９クビ ５．５�
８１７ ブ イ コ ナ ン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４７４－１０１：３６．０� １１７．４�
７１３ ブーケドロゼブルー 牝３青鹿５４ 柴田 善臣 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４６２＋ ６ 〃 ハナ ２１．６�
１１ イイデサンドラ 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹 �アールエスエーカントリ河野 通文 新冠 山岡ファーム ４４２± ０１：３６．２１� １４４．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４３，２０８，０００円 複勝： ７１，０８７，１００円 枠連： ５０，５０９，６００円

普通馬連： １７３，４３３，３００円 馬単： ９６，６３３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，６９８，０００円

３連複： １９６，６６３，８００円 ３連単： ３２６，７３１，９００円 計： １，０１２，９６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３３０円 � ４６０円 � １６０円 枠 連（１－４） ３，３５０円

普通馬連 �� ７，４１０円 馬 単 �� １５，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� ７１０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ８，３９０円 ３ 連 単 ��� ７０，７２０円

票 数

単勝票数 計 ４３２０８０ 的中 � ３３７０６（４番人気）
複勝票数 計 ７１０８７１ 的中 � ５１９０２（５番人気）� ３３３６８（８番人気）� １５２３３３（１番人気）
枠連票数 計 ５０５０９６ 的中 （１－４） １１１３０（１５番人気）
普通馬連票数 計１７３４３３３ 的中 �� １７２７９（３０番人気）
馬単票数 計 ９６６３３４ 的中 �� ４６８９（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４６９８０ 的中 �� ７２４１（２３番人気）�� １９６３８（４番人気）�� １３４１０（７番人気）
３連複票数 計１９６６６３８ 的中 ��� １７３１０（２５番人気）
３連単票数 計３２６７３１９ 的中 ��� ３４１０（２１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３６．１―４７．９―５９．９―１：１１．２―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソウルフルヴォイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１．１０ 中山２着

２００７．２．３生 牝３鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス ５戦３勝 賞金 ３４，４７２，０００円
〔騎手変更〕 モンテフジサン号の騎手武士沢友治は，負傷のため中舘英二に変更。
※モエレエンデバー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１４０９４ ６月１３日 曇 良 （２２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，２１．６．１３以降２２．６．６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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３４ マイネルアンサー 牡６鹿 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５３０± ０２：２５．９ ２８．５�

７１３ スリーオリオン 牡５栗 ５７ 内田 博幸永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ４．２�
４６ セタガヤフラッグ 牡７鹿 ５６ 江田 照男千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６２＋ ４２：２６．１１� ５８．６�
８１５ スズノオオゴン 牡７鹿 ５３ 丸山 元気小紫惠美子氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５８± ０２：２６．２� ６１．６�
６１１ フィニステール 牡６鹿 ５６ 松岡 正海�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１４＋１０ 〃 ハナ ４．６�
２３ エフティイカロス 牡６黒鹿５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ ２２．２�
５９ � ライオングラス 	６栗 ５３ 北村 宏司山本 英俊氏 尾関 知人 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

４９２± ０ 〃 ハナ ２２．６	
２２ 
 ミッキーミラクル 牡５鹿 ５６ 横山 典弘野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３６＋ ２ 〃 ハナ ３．８

４７ トウショウデザート 牡４鹿 ５５ 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 ５１６± ０２：２６．５１� ８．２�
１１ ドリームトレジャー 牡５鹿 ５３ 吉田 隼人セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 ４７４－ ２２：２６．７１� ７７．３�
８１４ ダイバーシティ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹 サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６６± ０２：２６．９１� ９．８�
３５ ドリームノクターン 牡５鹿 ５５ 石橋 脩セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５０６± ０ 〃 クビ ３０．１�
６１０ ピエナグッドラック 牡６鹿 ５４ 四位 洋文本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４８０＋ ２２：２７．０クビ ２６．９�
５８ 
 マ サ ラ イ ト 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４８２－１２２：２７．３１� ３２．０�
７１２ メトロシュタイン 牡６青鹿５６ 福永 祐一太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５３２＋１４２：２９．２大差 ２０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，０７２，８００円 複勝： ６０，６９７，５００円 枠連： ４１，８８３，７００円

普通馬連： １８６，０４９，５００円 馬単： ９６，６９５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，４４０，８００円

３連複： １９４，５０６，３００円 ３連単： ３５９，６９５，５００円 計： １，０２６，０４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８５０円 複 勝 � ６８０円 � １７０円 � １，３００円 枠 連（３－７） ３，２５０円

普通馬連 �� ９，１００円 馬 単 �� ２０，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５５０円 �� １２，５７０円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� ９１，６１０円 ３ 連 単 ��� ６１７，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３７０７２８ 的中 � １０２５６（１０番人気）
複勝票数 計 ６０６９７５ 的中 � ２０２８８（９番人気）� １２６１１６（１番人気）� ９９１０（１４番人気）
枠連票数 計 ４１８８３７ 的中 （３－７） ９５２５（１５番人気）
普通馬連票数 計１８６０４９５ 的中 �� １５１０３（３３番人気）
馬単票数 計 ９６６９５６ 的中 �� ３５１５（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９４４０８ 的中 �� ４８３１（３０番人気）�� ９５５（９２番人気）�� ３６６７（４１番人気）
３連複票数 計１９４５０６３ 的中 ��� １５６７（２１７番人気）
３連単票数 計３５９６９５５ 的中 ��� ４３０（１３１９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．２―１２．７―１２．６―１２．７―１２．５―１２．２―１２．０―１１．２―１１．７―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―２３．８―３６．０―４８．７―１：０１．３―１：１４．０―１：２６．５―１：３８．７―１：５０．７―２：０１．９―２：１３．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルアンサー �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００６．１１．１１ 京都７着

２００４．４．２９生 牡６鹿 母 オグリクェスチョン 母母 オグリホワイト ２６戦５勝 賞金 ７２，１１４，０００円
〔騎手変更〕 ドリームトレジャー号の騎手武士沢友治は，負傷のため吉田隼人に変更。



１４０９５ ６月１３日 曇 良 （２２東京３）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第２７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 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００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

１２ セイウンワンダー 牡４青 ５７ 福永 祐一大谷 高雄氏 領家 政蔵 新ひだか 筒井 征文 ５２４± ０１：４６．１ ３．６�

４８ シ ル ポ ー ト 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４８８＋ ２ 〃 ハナ ６．０�
２４ キャプテンベガ 牡７黒鹿５６ 後藤 浩輝吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４６± ０ 〃 ハナ ２７．５�
２３ セイクリッドバレー 牡４栗 ５６ 松岡 正海吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：４６．２� ７．９�
７１５ ゴールデンダリア 牡６栗 ５７ 柴田 善臣田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ３．７�
７１４ ストロングリターン 牡４鹿 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１０－ ２１：４６．３クビ １０．５�
８１７ デストラメンテ 牡６芦 ５６ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４５０－１０１：４６．６１	 １４８．９�
６１２ トウショウウェイヴ 牡５黒鹿５６ 中舘 英二トウショウ産業	 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 B４７０＋ ６ 〃 ハナ １９．１

３６ ブレーヴハート 牡８黒鹿５６ 田中 勝春吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１６－ ６１：４６．７� ２２９．６�
６１１ ラインプレアー 牡５芦 ５６ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５４０＋１４ 〃 クビ ４２．９�
１１ ド モ ナ ラ ズ 牡５栗 ５６ 丸田 恭介小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６４＋ ４１：４６．８クビ ２１５．４
８１６ サンライズマックス 牡６黒鹿５６ 横山 典弘松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４４６－１０１：４６．９� １０．８�
４７ テイエムアタック 牡６栗 ５６ 三浦 皇成竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４９６＋ ２１：４７．１１� ５８．５�
５１０ ゼンノグッドウッド 牡７鹿 ５６ 四位 洋文大迫久美子氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５０８－１０１：４７．２クビ １７０．２�
７１３ キョウエイストーム 牡５芦 ５６ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４３２± ０１：４７．３	 ９１．７�
３５ タケミカヅチ 牡５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 ５１６－ ８ 〃 ハナ １７．３�
８１８ ニルヴァーナ 牡７鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４９８－ ２１：４７．４	 ２０５．６�
５９ ナ イ ア ガ ラ 牡７芦 ５６ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス	 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：４８．０３� ２０３．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６１，２０５，１００円 複勝： ２２７，４７３，４００円 枠連： １６９，５４８，４００円

普通馬連： ８６１，５９８，２００円 馬単： ４３８，５３６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２５，１７１，２００円

３連複： １，０１７，７２７，６００円 ３連単： ２，０３１，７６３，３００円 計： ５，１３３，０２３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ２２０円 � ５４０円 枠 連（１－４） ９５０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，５３０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� ７，６５０円 ３ 連 単 ��� ３０，７８０円

票 数

単勝票数 計１６１２０５１ 的中 � ３５９０９４（１番人気）
複勝票数 計２２７４７３４ 的中 � ４４０７１６（２番人気）� ２８３６７６（３番人気）� ８６９２２（９番人気）
枠連票数 計１６９５４８４ 的中 （１－４） １３１８０８（４番人気）
普通馬連票数 計８６１５９８２ 的中 �� ５８８３３６（３番人気）
馬単票数 計４３８５３６０ 的中 �� １６６８１９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２５１７１２ 的中 �� １２０７６３（４番人気）�� ３５０２４（２０番人気）�� ３１５９２（２２番人気）
３連複票数 計１０１７７２７６ 的中 ��� ９８２７８（２９番人気）
３連単票数 計２０３１７６３３ 的中 ��� ４８７２０（９１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．５―１２．０―１１．８―１２．０―１１．５―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３５．１―４７．１―５８．９―１：１０．９―１：２２．４―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．２

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

セイウンワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．６．２１ 阪神２着

２００６．４．３０生 牡４青 母 セイウンクノイチ 母母 アンカースティーム １２戦４勝 賞金 ２３１，６８５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アグネストレジャー号



１４０９６ ６月１３日 曇 良 （２２東京３）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５１０ フ ヨ ウ 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４６０－ ４１：２４．１ １１１．７�

７１４ ワーズワース 牡４鹿 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ １４．２�
７１３� ギンザナイト 牡５栗 ５７ 三浦 皇成齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane

Farms, Inc. ５００－ ２１：２４．２� ５．１�
１２ ファンドリカップ 牡４芦 ５７ 村田 一誠水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４９８－ ６１：２４．３	 ２７．４�
２４ マイプラーナ 牝４黒鹿５５ 四位 洋文五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４７０－ ２１：２４．４� ７．９�
４７ レッツゴーヒチョリ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５５６＋１０１：２４．６１
 ５．７�
６１２ ダイワシークレット 牡５栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 ４５８－ ４１：２４．７クビ ７５．９�
６１１ リバーアゲイン 牡５栗 ５７ 福永 祐一河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４７０－ ２ 〃 クビ １６．３	
４８ マルサライガー �６黒鹿 ５７

５５ △伊藤 工真鈴木キヌ子氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４６８± ０１：２４．８クビ １９１．７

８１５ グレースエポナ 牝６黒鹿５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５４２＋ ６ 〃 クビ ２０．４�
８１６ ベルモントヤマユリ 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム B５８２＋ ４ 〃 ハナ １３０．２

３６ メジロオマリー 牡５黒鹿５７ 吉田 豊�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４６２－ ４１：２５．０１� １２．１�
１１ ウインマグナム 牡５栗 ５７ 蛯名 正義�ウイン 田中 清隆 静内（有）石川牧場 ４８４－ ２１：２５．２１
 １３．９�
５９ カムレーシング 牡４黒鹿 ５７

５５ △丸山 元気吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 B５００－ ２ 〃 クビ ４．３�
３５ カ カ ロ ッ ト 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介池谷 誠一氏 粕谷 昌央 門別 サンバマウン

テンファーム ４９２＋ ６１：２５．７３ ４７．７�
２３ タイキドゥカティ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸�大樹ファーム 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ５１０－ ４１：２５．８� ９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，８５８，５００円 複勝： ７２，２１０，８００円 枠連： ５４，３３９，６００円

普通馬連： ２０６，４１５，３００円 馬単： １１１，４３０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，０９１，３００円

３連複： ２３８，５９９，１００円 ３連単： ４４０，２３５，３００円 計： １，２３２，１８０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，１７０円 複 勝 � １，６４０円 � ４５０円 � ２２０円 枠 連（５－７） ８２０円

普通馬連 �� ７４，０３０円 馬 単 �� １７９，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７，８３０円 �� ７，８４０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� １０３，８３０円 ３ 連 単 ��� １，２８４，１７０円

票 数

単勝票数 計 ４５８５８５ 的中 � ３２３６（１４番人気）
複勝票数 計 ７２２１０８ 的中 � ９６４４（１４番人気）� ４０６０９（７番人気）� １０８６０８（２番人気）
枠連票数 計 ５４３３９６ 的中 （５－７） ４９２７１（１番人気）
普通馬連票数 計２０６４１５３ 的中 �� ２０５８（９７番人気）
馬単票数 計１１１４３０１ 的中 �� ４５７（２１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３０９１３ 的中 �� ８５４（１００番人気）�� １９５２（６８番人気）�� １１９６８（１４番人気）
３連複票数 計２３８５９９１ 的中 ��� １６９６（２３４番人気）
３連単票数 計４４０２３５３ 的中 ��� ２５３（１９０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．４―５９．４―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ヨ ウ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００７．１０．２１ 東京５着

２００５．３．２１生 牝５黒鹿 母 ウルトラスキー 母母 ノースフエイス ３０戦４勝 賞金 ６２，１１０，０００円
〔制裁〕 マルサライガー号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（３番・２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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オープンザゲート号
（非抽選馬） ４頭 アプローズヒーロー号・エイワナギ号・ケイアイスウォード号・テンザンモビール号



（２２東京３）第８日 ６月１３日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９９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
１１，５４０，０００円
１，９４０，０００円
２５，０２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

７０，８５３，０００円
５，４８０，０００円
１，９７０，１００円

勝馬投票券売得金
４７８，８７１，６００円
７６５，１０１，５００円
５１０，２１２，１００円
２，０５５，６２６，６００円
１，１７５，７２８，５００円
６２８，４５９，３００円
２，４１２，８９７，８００円
４，３８４，５４５，１００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 １２，４１１，４４２，５００円

総入場人員 ４２，５７４名 （有料入場人員 ４１，１１７名）



平成２２年度 第３回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，５４９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

２，４８０，６６０，０００円
３９，５８０，０００円
２０３，９６０，０００円
１１７，４７０，０００円
２５０，０００，０００円
１，３７３，０００円
１，３７３，０００円
５４９，７３０，０００円
４６，２７６，２００円
１５，３３５，１００円

勝馬投票券売得金
４，８５４，７２１，８００円
６，６４４，３４４，７００円
５，４８９，１６９，８００円
２０，６４９，２８８，６００円
１２，２８９，３２９，０００円
５，９６７，７２０，６００円
２４，８２０，６６７，１００円
４８，９７８，４５８，８００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 １２９，６９３，７００，４００円

総入場延人員 ４２７，４４９名 （有料入場延人員 ４１４，５８２名）




