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１４０８５ ６月１２日 曇 稍重 （２３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１０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

７１４ ル イ ー ズ 牝３青鹿５４ 吉田 豊大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ８１：３９．１ ２．６�

３５ ジャマイカラー 牝３青鹿５４ N．ピンナ 齊藤四方司氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ３．８�
（伊）

１１ ウインディーヒル 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ５１６－ ６１：３９．６３ ６．１�
８１５ キタサンウタヒメ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�大野商事 嶋田 功 日高 広中 稔 ４３０－ ４１：４０．２３� ３３．５�
６１２ ココアンジュ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４２６± ０１：４０．４� ８６．４�
２４ キャリアメイク 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６６ ―１：４１．２５ １３．１�
２３ トーセンビート 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生島川 	哉氏 後藤 由之 日高 ヤナガワ牧場 ４７２－ ６１：４１．６２� １５７．８

３６ オリオンザジョケツ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一平本 敏夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上 悦夫 ４３６＋ ６１：４２．７７ ４８７．１�
４８ ラブリームーン 牝３青鹿５４ 中谷 雄太長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４５２± ０１：４２．９１� ４４３．５�
７１３ ニシノヒナギク 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４９４－ ２１：４３．０クビ ２７．１
１２ シルバーレジーナ 牝３芦 ５４ 石橋 脩 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 ４６０± ０１：４３．２１� ２４．４�
５９ アドマイヤアジナ 牝３芦 ５４ 田中 勝春近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：４３．５１� ４．８�
４７ ニットウカスミ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ５０４ ― 〃 クビ １２５．３�
８１６ フレンドリーパール 牝３鹿 ５４ 柴田 大知増山 武志氏 伊藤 大士 日高 サンシャイン

牧場 B４４６± ０１：４５．７大差 ３１６．６�
５１０ マーガレットブーケ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司山田 弘氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：４６．２３ ９８．１�
６１１ ユ ゼ ス 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥松尾 正氏 嶋田 潤 新ひだか 嶋田牧場 ４３６± ０１：４９．５大差 １２９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２３５，０００円 複勝： ３２，０５３，３００円 枠連： １２，８８５，５００円

馬連： ５５，０２６，６００円 馬単： ３７，３４３，７００円 ワイド： ２１，８２４，７００円

３連複： ６９，１６８，７００円 ３連単： １１８，８２６，６００円 計： ３６５，３６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（３－７） ４８０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ３５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� ３，６２０円

票 数

単勝票数 計 １８２３５０ 的中 � ５６０１４（１番人気）
複勝票数 計 ３２０５３３ 的中 � ８００１９（１番人気）� ６８３８５（２番人気）� ３８２８６（４番人気）
枠連票数 計 １２８８５５ 的中 （３－７） １９９３６（１番人気）
馬連票数 計 ５５０２６６ 的中 �� ８６９７０（１番人気）
馬単票数 計 ３７３４３７ 的中 �� ３０３３７（１番人気）
ワイド票数 計 ２１８２４７ 的中 �� ２９８８５（１番人気）�� １４８６７（４番人気）�� １２３１３（５番人気）
３連複票数 計 ６９１６８７ 的中 ��� ５１９２８（２番人気）
３連単票数 計１１８８２６６ 的中 ��� ２４２４８（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．６―４７．７―１：００．５―１：１３．０―１：２６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル イ ー ズ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１１．７ 東京１０着

２００８．２．５生 牝３青鹿 母 ベツレヘムスター 母母 ビワプランサー ８戦１勝 賞金 １３，２５０，０００円
〔制裁〕 ジャマイカラー号の騎手N．ピンナは，向正面で蛇行したことについて過怠金１０，０００円。（４番への進路影響）

ジャマイカラー号の騎手N．ピンナは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンドリーパール号・マーガレットブーケ号・ユゼス号は，平成２３年７月１２日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アシヤミユキ号
※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。

１４０８６ ６月１２日 曇 稍重 （２３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４０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

６７ タイソンバローズ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４６０－ ６２：１４．８ ２０．９�

４４ フォンテーヌブロー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝村野 康司氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B５１２－ ４ 〃 ハナ ２．０�
５５ アウトヒット 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ５００－ ４２：１５．１１� ８．９�
８１２ バーガンディミック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣広尾レース� 松永 幹夫 日高 出口牧場 ４２２－ ９ 〃 クビ ５．１�
３３ セ イ エ イ 牡３栗 ５６ 丸山 元気江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ４９８＋ ２２：１５．３１� ３５．２�
６８ キングダリア 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 佐藤 信広 ４７４＋ ２２：１５．７２� １４．５�
７１０ エースチョウサン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４２４－ ６２：１６．０２ ９．８	
１１ ブライトジェム 牡３栗 ５６ 三浦 皇成吉田 和美氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４７２－ ６２：１６．４２� ６．６

２２ ビレッジタイム 牡３栗 ５６ 江田 照男村山 輝雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 B４４８－ ８２：１７．０３� １８０．７�
７９ トーセンストーリー 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生島川 �哉氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社 エ
スティファーム ４５４－ ８ 〃 クビ ２７３．３

５６ ホ ラ イ ズ ン 	３黒鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次臼田 浩義氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ４５６－ ４２：２１．７大差 １９１．２�

８１１ ダンスサイト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新冠 競優牧場 ４８４－１０３：０４．８大差 ５４．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，００８，７００円 複勝： ３７，６３９，７００円 枠連： １１，４４７，１００円

馬連： ４８，６７９，２００円 馬単： ３９，４８３，０００円 ワイド： １９，１６５，９００円

３連複： ６２，０９６，４００円 ３連単： １２０，９３１，４００円 計： ３５９，４５１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０９０円 複 勝 � ４１０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（４－６） ８７０円

馬 連 �� １，６５０円 馬 単 �� ５，７２０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １，３２０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ２，５４０円 ３ 連 単 ��� ２７，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２０００８７ 的中 � ７５６１（７番人気）
複勝票数 計 ３７６３９７ 的中 � １２０００（７番人気）� １８１４５３（１番人気）� ４５８１７（２番人気）
枠連票数 計 １１４４７１ 的中 （４－６） ９７９２（５番人気）
馬連票数 計 ４８６７９２ 的中 �� ２１７８１（５番人気）
馬単票数 計 ３９４８３０ 的中 �� ５０９７（２０番人気）
ワイド票数 計 １９１６５９ 的中 �� ７８４７（５番人気）�� ３１５１（１７番人気）�� ２１０９５（３番人気）
３連複票数 計 ６２０９６４ 的中 ��� １８０８９（７番人気）
３連単票数 計１２０９３１４ 的中 ��� ３２１３（８３番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．９―１２．９―１２．８―１３．０―１３．１―１３．０―１２．８―１２．４―１２．５―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１９．１―３２．０―４４．８―５７．８―１：１０．９―１：２３．９―１：３６．７―１：４９．１―２：０１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイソンバローズ �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Capote デビュー ２０１０．１２．１２ 中山６着

２００８．４．１２生 牡３栗 母 ライフストーリー 母母 Outstandingly ７戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ホライズン号の騎手嶋田純次は，１コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進路影響）

タイソンバローズ号の騎手柴山雄一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（８番への進路影
響）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホライズン号・ダンスサイト号は，平成２３年７月１２日まで平地競走に出走できない。

第３回　東京競馬　第８日



１４０８７ ６月１２日 曇 稍重 （２３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１０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

６１０ ブロックコード 牡３青鹿５６ 田中 勝春�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４７４± ０１：２０．２ ４．７�

３５ シベリアンソアー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４５０± ０ 〃 クビ ４．８�
２３ オ ペ ラ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム ４７６－１０１：２０．３� ２２．０�
５９ ファインユウマ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４２２－ ４１：２０．４� ５．３�
８１４ ミヤビコンクエスト 牡３栗 ５６ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 信岡牧場 ４６０－ ８１：２０．５クビ １０．４�
５８ タカミツグリーン 牝３黒鹿５４ 北村 宏司高橋 光雄氏 高橋 裕 浦河 鮫川 啓一 ４９６－ ２ 〃 アタマ ５２．６�
６１１ レッツゴーマークン 牡３栗 ５６ 江田 照男魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４３２－ ２１：２０．６� ３．４	
４７ タケデンエメラルド 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ４２０＋ ２１：２０．７� ４３．９

７１２ ピースワンレディ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一長谷川成利氏 大江原 哲 新ひだか 桜井牧場 ４３２－ ２１：２１．１２� ３７４．５�
２２ ミスターロックマン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３８± ０１：２１．２クビ ９．７�
７１３ ヤマタケブリンク 牡３黒鹿５６ 丸山 元気山中 和子氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４８２－１２１：２１．７３ １１７．３
４６ マ レ ン カ ヤ 牝３鹿 ５４ N．ピンナ 加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４４４＋ ２１：２１．９１ ２７．７�

（伊）

３４ ギ ー タ 牝３栗 ５４ 小林 淳一川上 悦夫氏 成島 英春 日高 川上 武志 ４４２－ ８１：２２．１１� ２５３．４�
１１ マドラスシチー 牡３黒鹿５６ 柴原 央明 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 出羽牧場 ４７０＋ ４ 〃 アタマ ２４６．９�
８１５ サクラスパークル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 谷岡牧場 ４７０ ―１：２３．１６ ５９．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，３８８，１００円 複勝： ３１，７２２，２００円 枠連： １７，４８５，０００円

馬連： ５４，８１９，０００円 馬単： ３６，８４７，０００円 ワイド： ２２，５３０，６００円

３連複： ６７，３９６，６００円 ３連単： １１０，３５２，９００円 計： ３５９，５４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � ５７０円 枠 連（３－６） ４９０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� １，４３０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ７，８３０円 ３ 連 単 ��� ３２，８３０円

票 数

単勝票数 計 １８３８８１ 的中 � ３１０７６（２番人気）
複勝票数 計 ３１７２２２ 的中 � ５４５７９（２番人気）� ４０７７２（３番人気）� １１６６７（８番人気）
枠連票数 計 １７４８５０ 的中 （３－６） ２６４６７（１番人気）
馬連票数 計 ５４８１９０ 的中 �� ３６２９３（４番人気）
馬単票数 計 ３６８４７０ 的中 �� １０５７６（９番人気）
ワイド票数 計 ２２５３０６ 的中 �� １０６３６（６番人気）�� ３７７４（１８番人気）�� ３２０２（２１番人気）
３連複票数 計 ６７３９６６ 的中 ��� ６３６０（２７番人気）
３連単票数 計１１０３５２９ 的中 ��� ２４８１（１０９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．３―３０．１―４２．９―５５．３―１：０７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブロックコード �
�
父 バランスオブゲーム �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１０．１２．１１ 中山１１着

２００８．４．１０生 牡３青鹿 母 ワイラブラブチャン 母母 ユキノタイヨー ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 カリンエコー号（疾病〔右第１指骨複骨折〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シーズアップルズ号
※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。

１４０８８ ６月１２日 曇 稍重 （２３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４０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

１１ ホッコーブレーヴ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４５４＋ ２２：２８．９ １．８�

７１１ リワードシオン �３鹿 ５６ 後藤 浩輝宮崎忠比古氏 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 B４２０± ０２：２９．２１� ８．０�
５７ メ ギ ー ビ ー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司石瀬 浩三氏 大竹 正博 様似 小田 誠一 ４８４－１８２：２９．８３� ２４．７�
３４ ゴッドツヨシ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４７８－ ２２：３０．２２� ７．８�
２２ キソウテンガイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太松下 征弘氏 松山 将樹 日高 木村牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ １６．６�
７１２ クリールタイラント 牡３黒鹿５６ 石橋 脩横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４５４＋１８ 〃 ハナ ９３．１�
５８ メイショウオオトネ 牡３青 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム B４８８－ ４２：３０．５２ ５．３�
４５ マ サ デ パ ン 牡３黒鹿５６ 柴田 大知加藤 信之氏 伊藤 大士 浦河 津島 優治 B４６８－ ２２：３０．９２� １９８．８	
８１４ グランパズデライツ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一中村三和子氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４９８ ―２：３１．２２ ７６．９

８１３ ブートジョロキア 牡３鹿 ５６ 丸山 元気江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４６８－ ２２：３１．３クビ １２．１�
３３ ナイスアランデル 牡３鹿 ５６ 千葉 直人戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ４６２± ０２：３１．４� ６４６．４�
６１０ ドリーヴァーデン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 不二牧場 ４５６－ ４２：３１．６１� ２４７．５
４６ ハートオブロー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 えりも エクセルマネジメント ４３４＋１０２：３１．７� ３１．３�
６９ カズノキセキ 牡３栗 ５６ 江田 照男鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム ４９６－ ２２：３１．９１	 ２３１．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，７５３，２００円 複勝： ３３，４４６，６００円 枠連： １２，７３８，５００円

馬連： ５５，０１０，１００円 馬単： ４１，７９０，６００円 ワイド： ２２，２４１，４００円

３連複： ６５，１１５，３００円 ３連単： １２３，０５１，９００円 計： ３７４，１４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � ４４０円 枠 連（１－７） ６４０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ５６０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ３，８３０円 ３ 連 単 ��� １０，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２０７５３２ 的中 � ９３１７５（１番人気）
複勝票数 計 ３３４４６６ 的中 � １１４５２９（１番人気）� ３５８０４（５番人気）� １３１５３（７番人気）
枠連票数 計 １２７３８５ 的中 （１－７） １４８２９（２番人気）
馬連票数 計 ５５０１０１ 的中 �� ６０９８１（２番人気）
馬単票数 計 ４１７９０６ 的中 �� ３２３８０（２番人気）
ワイド票数 計 ２２２４１４ 的中 �� １８１０３（３番人気）�� ９７４５（６番人気）�� ３２４３（１９番人気）
３連複票数 計 ６５１１５３ 的中 ��� １２５６０（１４番人気）
３連単票数 計１２３０５１９ 的中 ��� ８９４３（３０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．６―１２．８―１２．８―１２．８―１２．８―１２．５―１２．７―１１．９―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�
１２．８―２４．０―３６．６―４９．４―１：０２．２―１：１５．０―１：２７．８―１：４０．３―１：５３．０―２：０４．９―２：１６．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーブレーヴ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１１．６ 東京６着

２００８．４．７生 牡３鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ ７戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
※出走取消馬 ダイワハリントン号（疾病〔疝痛〕のため）



１４０８９ ６月１２日 曇 稍重 （２３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３０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 レッドジョーカー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ５２８＋ ８１：３９．２ １１．１�

８１５ ヴァルディヴィア 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０８－ ２ 〃 アタマ １．９�

７１３ キングダンサー 牝３鹿 ５４ 丸山 元気菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４６２± ０１：３９．３� ２０．５�
１１ ハタノゼフィロス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７４－ ４１：３９．５１� １５．９�
６１０ コスモバロン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 不二牧場 B５１０＋ ４１：３９．７１� ７．９�
７１２ エイブルブラッド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２ 〃 クビ １５．９	
４６ ビレッジスマイル 牝３青 ５４ 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５６－ ６１：３９．８クビ ４４．６

５８ リックムファサ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４７２± ０１：４０．０１� １２．４�
８１４ ヴイブラッド 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝北側 雅司氏 小崎 憲 新ひだか 大典牧場 ４７０＋ ６１：４０．１クビ ５６．７�
２３ オ ー パ ル ス 牡３芦 ５６ 田中 勝春広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 大典牧場 ４９２＋ ２１：４０．４１� ４１．７
２２ トーセンリョウマ 牡３青鹿５６ 北村 宏司島川 �哉氏 清水 利章 日高 藤本ファーム ４８４＋ ４１：４０．５� １２．２�
３４ � シンケンショウブ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太栗本 博晴氏 新開 幸一 新ひだか グランド牧場 B４７４－ ２１：４０．９２� ５４１．９�
３５ キッズニゴウハン 牡３栗 ５６ N．ピンナ 瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２１：４１．６４ ９．４�

（伊）

５９ リサーチアゲン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 ４７８＋ ５１：４１．９１� １９９．８�
４７ ホ ク シ ン 牡３青鹿５６ 柴田 善臣中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 ４７０＋１０１：４２．０� １４３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，０５９，３００円 複勝： ４３，７０５，２００円 枠連： １９，５２６，４００円

馬連： ６８，４６３，３００円 馬単： ５０，３２９，４００円 ワイド： ２８，６０９，２００円

３連複： ８７，６４３，１００円 ３連単： １４３，８５０，８００円 計： ４６８，１８６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ３４０円 � １２０円 � ５６０円 枠 連（６－８） ４４０円

馬 連 �� １，４６０円 馬 単 �� ３，６２０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ３，６８０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ９，１００円 ３ 連 単 ��� ６１，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２６０５９３ 的中 � １８５５９（４番人気）
複勝票数 計 ４３７０５２ 的中 � ２６２７６（７番人気）� １５１５８６（１番人気）� １３９４４（９番人気）
枠連票数 計 １９５２６４ 的中 （６－８） ３３３２１（１番人気）
馬連票数 計 ６８４６３３ 的中 �� ３４６８９（７番人気）
馬単票数 計 ５０３２９４ 的中 �� １０２７４（１２番人気）
ワイド票数 計 ２８６０９２ 的中 �� １１９１７（４番人気）�� １８１４（４５番人気）�� ６８９３（１１番人気）
３連複票数 計 ８７６４３１ 的中 ��� ７１１２（３１番人気）
３連単票数 計１４３８５０８ 的中 ��� １７２９（１８６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．５―１３．１―１３．３―１２．２―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３６．４―４９．５―１：０２．８―１：１５．０―１：２６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドジョーカー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．１６ 中山５着

２００８．４．７生 牡３黒鹿 母 タイフウジョオー 母母 ラツキーゲスト ６戦２勝 賞金 １３，９５０，０００円
※オーパルス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。

１４０９０ ６月１２日 曇 稍重 （２３東京３）第８日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

８１３ ロイヤルクレスト 牡３栃栗５６ N．ピンナ �木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５０６－ ２１：３５．８ ６．１�
（伊）

７１０ ジ ャ ー ビ ス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４８０＋ ２１：３５．９� ２．５�
７１１ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ４９８＋ ４１：３６．０クビ ５．９�
４５ サトノペガサス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４４± ０ 〃 クビ １３．３�
８１２ アイルトンバローズ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司猪熊 広次氏 中竹 和也 平取 坂東牧場 ４７８＋ ６１：３６．１� ８．３�
６８ シャイニングカラー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 B４４６± ０１：３６．２クビ ３４．６	
３３ オールドアメリカン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム B４５６－ ４１：３６．４１� １９．０

６９ ナンヨーオウトー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ５００－ ２１：３６．５� ５３．６�
５６ リッチフロー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４５６－ ６ 〃 ハナ ２３．３�
１１ クリノトルネード 牡３栗 ５６ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７０－ ６１：３６．９２� ２１０．９
２２ シ ナ ル 牝３栗 ５４ 三浦 皇成加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ ４６８－ ２ 〃 ハナ ６．２�
５７ ヒカリキャピタル 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ ６４．３�
４４ � セクシーキララ 牝３芦 ５４

５１ ▲横山 和生栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 日高大洋牧場 ３９６－ ８１：３７．８５ ５４３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，２４３，７００円 複勝： ４０，７３４，０００円 枠連： １９，６７２，４００円

馬連： ７０，３１９，０００円 馬単： ４５，４２１，９００円 ワイド： ２６，２０８，１００円

３連複： ７８，００７，９００円 ３連単： １３４，４５９，７００円 計： ４４２，０６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（７－８） ２７０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ５４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ６，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２７２４３７ 的中 � ３５５９４（３番人気）
複勝票数 計 ４０７３４０ 的中 � ４６６１１（３番人気）� １０７５７６（１番人気）� ７５４５３（２番人気）
枠連票数 計 １９６７２４ 的中 （７－８） ５４７５５（１番人気）
馬連票数 計 ７０３１９０ 的中 �� ７４１４４（２番人気）
馬単票数 計 ４５４２１９ 的中 �� １７７１１（６番人気）
ワイド票数 計 ２６２０８１ 的中 �� １９５８６（３番人気）�� １０８０９（６番人気）�� ２８００９（１番人気）
３連複票数 計 ７８００７９ 的中 ��� ５４２５６（１番人気）
３連単票数 計１３４４５９７ 的中 ��� １４３３４（１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．７―１２．５―１３．０―１１．４―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．８―３４．５―４７．０―１：００．０―１：１１．４―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルクレスト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．２．１２ 東京２着

２００８．２．１４生 牡３栃栗 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ ５戦２勝 賞金 １７，４００，０００円
〔制裁〕 シャイニングカラー号の騎手嶋田純次は，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。（６番への進

路影響）
ロイヤルクレスト号の騎手N．ピンナは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）

※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。



１４０９１ ６月１２日 曇 稍重 （２３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３０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

８１５ ゼロチョウサン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４２± ０１：４８．６ ５．７�

７１２ メジロオードリー 牝４鹿 ５５ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４４８＋ ４１：４８．７� ６．１�
５９ カワキタコマンド 牡４鹿 ５７ 丸山 元気川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７２± ０１：４８．８� ９．０�
２３ チャーリーポイント 牡４鹿 ５７ 田中 勝春木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 B４８０＋ ２１：４９．１１� ２２．９�
４６ ショウナンアルディ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７２＋ ６１：４９．２� ５．３�
３５ ビップレジェンド 牡４栗 ５７ 柴山 雄一鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４５６－ ８１：４９．３� ９０．１�
７１３	 リビングストン 牡５青鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４９８－ ８ 〃 ハナ ３．０	
６１０	 アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 池添 謙一永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４６０＋ ２１：４９．５１
 ２８．７

２２ ラタンバスケット 牝５栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４７６－ ６ 〃 クビ ９．６�
１１ カールファターレ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４３６－ ４１：５０．０３ ３５．３�
８１４ シルクプロミス 牝５栗 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ ９９．３
５８ リッツィースター �４鹿 ５７ 石橋 脩岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４８６± ０１：５０．１� １９４．９�
３４ アルアラビアン 牡４鹿 ５７ 柴原 央明�エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 B４７８± ０１：５０．４２ ２５．４�
４７ � ホウショウアビル 牝５鹿 ５５ 江田 照男芳賀 吉孝氏 河野 通文 米 Green

Gates Farm ４９４± ０１：５２．４大差 １２３．０�

（１４頭）
６１１� ロックバルーン 牡６栗 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch

Bages Ltd ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２７，３１８，７００円 複勝： ４０，５８５，４００円 枠連： ２１，２６９，５００円

馬連： ７４，５１９，３００円 馬単： ４５，４８９，９００円 ワイド： ２７，７３０，５００円

３連複： ８５，５５６，３００円 ３連単： １３６，４２３，１００円 計： ４５８，８９２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２００円 � ２４０円 � ２７０円 枠 連（７－８） ４３０円

馬 連 �� １，６１０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ６７０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ３，９９０円 ３ 連 単 ��� ２０，０１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２７３１８７（返還計 ２８４） 的中 � ３８１０２（３番人気）
複勝票数 差引計 ４０５８５４（返還計 ２９５） 的中 � ５９１４４（３番人気）� ４５４４４（４番人気）� ３６７９７（６番人気）
枠連票数 差引計 ２１２６９５（返還計 ８ ） 的中 （７－８） ３７０９１（１番人気）
馬連票数 差引計 ７４５１９３（返還計 １６１１） 的中 �� ３４３３８（７番人気）
馬単票数 差引計 ４５４８９９（返還計 ８５１） 的中 �� １１４３０（１２番人気）
ワイド票数 差引計 ２７７３０５（返還計 ６５６） 的中 �� １０４０４（９番人気）�� １０４１４（８番人気）�� ６６６２（１２番人気）
３連複票数 差引計 ８５５５６３（返還計 ３４５２） 的中 ��� １５８２６（１３番人気）
３連単票数 差引計１３６４２３１（返還計 ５６６３） 的中 ��� ５０３２（６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．２―３５．７―４８．２―１：００．７―１：１３．４―１：２５．０―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．２

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

・（４，７，９，１２）（２，８，１０，１３）－（１，６）１４，３，５－１５・（１２，１３）（４，２，９）１（１５，１０）（６，３）（１４，５）８－７
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４鹿 母 タップエース 母母 タツプユアトウズ １９戦２勝 賞金 ２３，１０５，０００円
〔出走取消〕 ロックバルーン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。

１４０９２ ６月１２日 曇 稍重 （２３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
１：２１．８

不良

稍重

５９ ツクバキング �４黒鹿５７ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４６０± ０１：２４．４ ３．４�

１１ ユ ー ス フ ル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 ４７０－ ６１：２５．０３� ７．４�
３５ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４８６－ ２１：２５．１� ５．３�
１２ エ ヴ ァ 牝５黒鹿５５ 横山 典弘田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４０－ ６１：２５．３１ ５．２�
８１６ ス パ ラ ー ト 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B４４８－ ６１：２５．５１	 ７．１�
８１５ ダノンボルケーノ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ６ 〃 クビ ７．６	
３６ 
 ゴールインマーク 牡４鹿 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４９６± ０１：２５．６� ９１．４

２４ ウイニングタワー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４５６＋ ４１：２６．２３� １３９．０�
７１４
 ロードカイザー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 河野 通文 新冠 イワミ牧場 B４６４＋ ４１：２６．３� ２０．６�
６１２ ビッグサンダー 牡４栗 ５７ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４９２± ０ 〃 アタマ １０６．９
４８ ポリティカルパワー 牡４青 ５７ 松岡 正海加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４８６－ ２１：２６．４� ９９．３�
７１３ シャイニーデザート 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５１６－ ２１：２６．５クビ ２８．６�
６１１ イルドロール 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ４０．０�
２３ 
 トーアティアレ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４４４± ０１：２７．３５ １５２．５�
５１０
 ヒカルアスピレイト 牝４栗 ５５

５２ ▲横山 和生高橋 光氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４３２－ ９ 〃 ハナ ６５．５�
４７ 
 ホウザンドラゴン �５青鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次加藤 豊三氏 古賀 史生 むかわ 清水ファーム ４８６± ０１：２７．６１� ３０２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，９８２，６００円 複勝： ４７，５５４，６００円 枠連： ２６，３６７，５００円

馬連： ８７，９１７，６００円 馬単： ５４，４６４，５００円 ワイド： ３２，０４６，１００円

３連複： １００，２３９，２００円 ３連単： １６２，７８５，８００円 計： ５３９，３５７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（１－５） ５９０円

馬 連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ３６０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� １１，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２７９８２６ 的中 � ６６１６９（１番人気）
複勝票数 計 ４７５５４６ 的中 � １０１４５１（１番人気）� ５４２０９（４番人気）� ７６２７９（２番人気）
枠連票数 計 ２６３６７５ 的中 （１－５） ３３４８７（３番人気）
馬連票数 計 ８７９１７６ 的中 �� ４５７０１（６番人気）
馬単票数 計 ５４４６４５ 的中 �� １６７０９（７番人気）
ワイド票数 計 ３２０４６１ 的中 �� １４２８５（６番人気）�� ２３５３９（２番人気）�� １１７６６（９番人気）
３連複票数 計１００２３９２ 的中 ��� ３４４９８（５番人気）
３連単票数 計１６２７８５８ 的中 ��� １０２４６（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．７―３５．５―４７．６―５９．８―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

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 �４黒鹿 母 ウェディングシルク 母母 ヘイアンブレベスト １２戦２勝 賞金 ２５，８８０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔発走状況〕 ゴールインマーク号は，枠内駐立不良〔坐る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻６分遅延。

ホウザンドラゴン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 ダノンボルケーノ号の騎手後藤浩輝は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２番・８番への進路影

響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゴールインマーク号は，平成２３年６月１３日から平成２３年７月１２日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミラクルフルーツ号
（非抽選馬） ２頭 イマカツタイガー号・ミリオンデンジャー号



１４０９３ ６月１２日 曇 良 （２３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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

８１２ プランスデトワール 牡３芦 ５６ 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７２＋１０１：３４．８ ９．７�

７１０ レッドエレンシア 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４０６± ０１：３４．９� ３６．２�
１１ サ ト ノ オ ー 牡３芦 ５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５２± ０ 〃 クビ ４．０�
４４ カグニザント 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４６８－ ６１：３５．０クビ ７．８�
５６ タイキパーシヴァル 牡３栗 ５６ 松岡 正海�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４８４－ ６ 〃 クビ １８．４�
８１１ オメガブレイン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４１：３５．１クビ ３．７	
７９ ダーズンローズ 牡３青 ５６ 池添 謙一 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６１：３５．３１� １０．０

６８ ミヤビファルネーゼ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４６６－ ４１：３５．５１� ６．２�
２２ 	 インディーズゲーム 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust ４７２－ ２ 〃 クビ １２．２�
３３ 	 スナイプビッド 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４８６－ ４１：３５．９２� １６．２
５５ ジンクアッシュ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ５１２－ ２１：３６．２２ ７５．１�
６７ 
 モルフェメイト 牝３黒鹿５４ 江田 照男並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４１４＋ ６１：３６．３� ４０６．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４５，２２３，７００円 複勝： ６９，０３４，７００円 枠連： ２７，４３７，１００円

馬連： １３９，８１２，８００円 馬単： ８１，２８６，５００円 ワイド： ４３，５７４，６００円

３連複： １４２，６１９，０００円 ３連単： ２６４，８８２，９００円 計： ８１３，８７１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３３０円 � ８２０円 � １９０円 枠 連（７－８） １，１７０円

馬 連 �� １５，６４０円 馬 単 �� ２６，５７０円

ワ イ ド �� ４，３４０円 �� ７８０円 �� ２，５４０円

３ 連 複 ��� ２０，２３０円 ３ 連 単 ��� １６８，６７０円

票 数

単勝票数 計 ４５２２３７ 的中 � ３６８７９（５番人気）
複勝票数 計 ６９０３４７ 的中 � ５２９２１（６番人気）� １８２７６（１０番人気）� １１７５７３（２番人気）
枠連票数 計 ２７４３７１ 的中 （７－８） １７４１７（４番人気）
馬連票数 計１３９８１２８ 的中 �� ６６００（４２番人気）
馬単票数 計 ８１２８６５ 的中 �� ２２５８（７８番人気）
ワイド票数 計 ４３５７４６ 的中 �� ２３９６（４５番人気）�� １４６１２（８番人気）�� ４１４２（３５番人気）
３連複票数 計１４２６１９０ 的中 ��� ５２０５（７７番人気）
３連単票数 計２６４８８２９ 的中 ��� １１５９（５１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．０―４６．７―５８．７―１：１０．２―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プランスデトワール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lyphard デビュー ２０１０．８．２９ 札幌１着

２００８．３．３０生 牡３芦 母 スキーパラダイス 母母 Ski Goggle ７戦３勝 賞金 ４１，６１０，０００円
〔制裁〕 オメガブレイ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５０，０００円。（２番への進路

影響）

１４０９４ ６月１２日 曇 良 （２３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，２２．６．１２以降２３．６．５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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２３ � グラスゴッド 牡７栗 ５３ 柴田 善臣半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４７６－ ６２：２７．６ １０．３�

２２ ドリームノクターン 牡６鹿 ５５ 柴田 大知セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５００－ ４２：２７．７� １６．９�
８１４ セタガヤフラッグ 牡８鹿 ５５ 江田 照男千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム B４６０± ０ 〃 ハナ ２０．９�
４６ タニノエポレット 牡４鹿 ５５ 松岡 正海谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５００－ ２ 〃 ハナ ６．４�
７１２ ネ コ パ ン チ 牡５黒鹿５６ 大庭 和弥桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４７６＋ ４２：２７．８クビ ４．９�
３５ ワルキューレ 牝７青 ５１ 嶋田 純次岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B４９６－ ２２：２８．０１� ５６．９	
３４ トーセンゴライアス 牡７芦 ５５ 柴山 雄一島川 
哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム ５６０＋１２２：２８．１� ８４．９�
８１５ シ グ ナ リ オ 牡７栗 ５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ４ 〃 ハナ ４７．５�
６１０ ホッコービクトリー 牡６栗 ５４ 池添 謙一矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ５００＋ ４２：２８．３１� ８６．２
１１ メジロティモン 牡６栗 ５３ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５１２± ０２：２８．５１	 ６９．０�
６１１ ブルースターキング 牡５黒鹿５６ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４６６－ ４２：２８．６クビ ３５．４�
４７ 
 ミッションモード 牡４栗 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４８４＋１０ 〃 ハナ ３．６�
５９ エーケーサンライズ 牡６鹿 ５４ 丸山 元気桂土地� 庄野 靖志 門別 小西 章 ４４８± ０ 〃 クビ ８２．７�
５８ ビンテージチャート 牡５栗 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５３２－ ４２：２８．７	 ３．５�
７１３ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡６黒鹿５５ 福永 祐一村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４５８± ０２：２９．７６ ８４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，６８７，３００円 複勝： ５７，３８３，６００円 枠連： ３７，０５５，８００円

馬連： １６５，４７９，０００円 馬単： ９２，５０１，２００円 ワイド： ４９，４０６，６００円

３連複： １８２，７２３，８００円 ３連単： ３５２，７７４，０００円 計： ９７６，０１１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ３８０円 � ５４０円 � ５７０円 枠 連（２－２） ７，９７０円

馬 連 �� ７，１６０円 馬 単 �� １３，１３０円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� ３，３００円 �� ３，０７０円

３ 連 複 ��� ３７，６４０円 ３ 連 単 ��� ２０９，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３８６８７３ 的中 � ２９７５６（５番人気）
複勝票数 計 ５７３８３６ 的中 � ４１９２２（５番人気）� ２７６４１（６番人気）� ２６１３４（７番人気）
枠連票数 計 ３７０５５８ 的中 （２－２） ３４３２（２０番人気）
馬連票数 計１６５４７９０ 的中 �� １７０６１（２３番人気）
馬単票数 計 ９２５０１２ 的中 �� ５２０２（３９番人気）
ワイド票数 計 ４９４０６６ 的中 �� ６３５２（２０番人気）�� ３６７１（２９番人気）�� ３９５３（２７番人気）
３連複票数 計１８２７２３８ 的中 ��� ３５８３（９７番人気）
３連単票数 計３５２７７４０ 的中 ��� １２４５（４７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．３―３６．３―４８．３―１：００．６―１：１３．２―１：２６．５―１：３９．３―１：５１．８―２：０３．３―２：１５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．８
１
３

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

�グラスゴッド �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フォーティナイナー

２００４．５．２生 牡７栗 母 ローレルキラリン 母母 グッドマイラブ ２９戦３勝 賞金 ４９，６００，０００円
初出走 JRA

２レース目



１４０９５ ６月１２日 曇 良 （２３東京３）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第２８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

２３ ダークシャドウ 牡４栗 ５６ 福永 祐一飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０８＋１６１：４７．３ ２．４�

４７ エーブチェアマン 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４４２－ ２１：４７．７２� １４．０�

３６ セイクリッドバレー 牡５栗 ５６ 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２１：４７．８� ６．１�
１１ キャプテンベガ 牡８黒鹿５６ 吉田 豊吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 ハナ ３６．０�
８１７ ミッキーパンプキン 牡５鹿 ５６ 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５２－ ２１：４７．９	 ８４．４�
６１１ ダンツホウテイ 牡６黒鹿５６ 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７０± ０１：４８．１１
 ７．３�
７１４ アニメイトバイオ 牝４栗 ５６ 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４８４± ０ 〃 ハナ ６．８	
７１５ ドリームゼニス 牡５栗 ５６ 石橋 脩セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５１４＋ ６ 〃 クビ ５４．８

３５ マッハヴェロシティ 牡５青 ５６ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５２４± ０１：４８．２� ２３．２�
８１６ ア ク シ オ ン 牡８鹿 ５７ 三浦 皇成中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５２８－ ６ 〃 ハナ ５３．４�
８１８ アロマカフェ 牡４黒鹿５６ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４７４－ ２１：４８．３� ４０．０
５１０ レインフォーレスト 牡５芦 ５６ 松岡 正海松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：４８．４� ２３．６�
１２ スズジュピター 牡６黒鹿５６ 北村 宏司小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７２± ０１：４８．５クビ １３．０�
６１２� チョウカイファイト 牡８栗 ５６ 江田 照男�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５２０＋ ４１：４８．６	 １５３．５�
７１３ マストビートゥルー 牡８栗 ５６ 小林 淳一�信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４６６± ０１：４９．０２� ３２０．８�
２４ ヤマニンウイスカー 牡５青 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 日吉 正和 新冠 錦岡牧場 ４９８± ０１：４９．４２� ８６．２�
４８ ロードキャニオン �７鹿 ５６ 大庭 和弥 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４６８＋ ４１：４９．７１	 ２９２．４�
５９ ハンソデバンド 牡４黒鹿５６ N．ピンナ 渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４８０＋１２１：５０．７６ ３２．４�

（伊）

（１８頭）

売 得 金
単勝： １６２，０９６，６００円 複勝： ２２２，９８１，６００円 枠連： １５８，１６２，９００円 馬連： ７６６，６４２，２００円 馬単： ４０９，８５４，２００円

ワイド： ２２５，４５７，３００円 ３連複： ９５１，０７６，２００円 ３連単： １，８６４，４０４，０００円 ５重勝： １，２３７，９６８，８００円 計： ５，９９８，６４３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ３６０円 � １９０円 枠 連（２－４） １，９２０円

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ３００円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ２，９１０円 ３ 連 単 ��� １３，０００円

５ 重 勝
対象競走：阪神１０R／東京１０R／新潟１１R／阪神１１R／東京１１R

キャリーオーバー なし����� １３０，５１７，２９０円

票 数

単勝票数 計１６２０９６６ 的中 � ５４６５６２（１番人気）
複勝票数 計２２２９８１６ 的中 � ５６８７７４（１番人気）� １２１８９２（６番人気）� ３１０８１３（２番人気）
枠連票数 計１５８１６２９ 的中 （２－４） ６０８００（９番人気）
馬連票数 計７６６６４２２ 的中 �� ３１１０７０（５番人気）
馬単票数 計４０９８５４２ 的中 �� １２０４１３（８番人気）
ワイド票数 計２２５４５７３ 的中 �� ７４２３０（６番人気）�� ２１２０１３（１番人気）�� ４２３０９（１４番人気）
３連複票数 計９５１０７６２ 的中 ��� ２４１５４２（６番人気）
３連単票数 計１８６４４０４０ 的中 ��� １０５９０８（２３番人気）
５重勝票数 計１２３７９６８８ 的中 ����� ７

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．７―１２．２―１２．０―１２．４―１１．６―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．４―４７．６―５９．６―１：１２．０―１：２３．６―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．３

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

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

勝馬の
紹 介

ダークシャドウ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Private Account デビュー ２０１０．４．２４ 東京１着

２００７．２．１７生 牡４栗 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia ８戦４勝 賞金 １０８，６０７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アドマイヤダンク号・イコピコ号・ダイシンプラン号・デストラメンテ号・トップカミング号・ミッキードリーム号・

メインストリーム号・リキサンファイター号
※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。

１４０９６ ６月１２日 曇 稍重 （２３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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

３５ トップオブパンチ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２１：２３．８ ６．６�

８１６ スティールパス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋１０１：２４．０１ ４．２�
３６ サトノジューオー 牡４青鹿５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３２＋ ２ 〃 クビ ９．１�
７１３ プロスペラスマム 牝４鹿 ５５ 吉田 豊本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１２＋ ４１：２４．２１� ３４．３�
４７ ブレイクチャンス 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２ 〃 クビ １２．４�
５９ タイキジャガー 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８２＋ ２１：２４．３クビ ２２．５�
１２ ワーズワース 牡５鹿 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ５００－ ４１：２４．５１ ８．５	
６１２ オッキオディガット 牡５鹿 ５７

５４ ▲横山 和生 �キャロットファーム 国枝 栄 浦河 有限会社
松田牧場 B４５８－１０１：２４．６� １２９．３


７１４ トワインブルーム 牝５鹿 ５５ 江田 勇亮大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社
大原ファーム ４６８＋ ６１：２４．７� １５４．７�

４８ ア イ ノ カ ゼ 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５０６＋ ２１：２５．１２� １２８．９�
５１０� トーホウペガサス 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣東豊物産 古賀 史生 日高 竹島 幸治 ５０２± ０ 〃 アタマ ９．２�
６１１ シルクミライ 牝４黒鹿５５ 江田 照男有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４６２± ０１：２５．２	 １３９．３�
２４ � トウショウレリーフ 牡５黒鹿５７ 大庭 和弥藤田 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 ４８６－ ４１：２５．３� ２０３．８�
８１５ ゴーアップドラゴン 牡５黒鹿５７ 丸山 元気元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B４７０－ ６１：２５．５１
 ５９．８�
１１ � ド ロ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd ４６８＋ ２１：２５．９２� ３．１�
２３ � ダイショウベリー 牝６鹿 ５５ 石神 深一馬場 �晃氏 河野 通文 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４６２－ ８１：２７．９大差 ３１７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６７，８５９，４００円 複勝： ９４，７９２，６００円 枠連： ６２，９１０，７００円

馬連： ２１４，１０７，１００円 馬単： １２３，６０６，７００円 ワイド： ７５，８６７，８００円

３連複： ２５２，１７７，８００円 ３連単： ５０５，２９４，８００円 計： １，３９６，６１６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � １９０円 � ３４０円 枠 連（３－８） ９９０円

馬 連 �� １，６５０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� １，５４０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ６，４５０円 ３ 連 単 ��� ３５，２７０円

票 数

単勝票数 計 ６７８５９４ 的中 � ８２１３２（３番人気）
複勝票数 計 ９４７９２６ 的中 � １１９４４６（３番人気）� １５１４９６（２番人気）� ６３２５０（７番人気）
枠連票数 計 ６２９１０７ 的中 （３－８） ４７０７２（５番人気）
馬連票数 計２１４１０７１ 的中 �� ９５９２２（５番人気）
馬単票数 計１２３６０６７ 的中 �� ２５９９９（１３番人気）
ワイド票数 計 ７５８６７８ 的中 �� ３５０３５（５番人気）�� １１６８３（１８番人気）�� １７３８７（１２番人気）
３連複票数 計２５２１７７８ 的中 ��� ２８８７４（２２番人気）
３連単票数 計５０５２９４８ 的中 ��� １０５７５（１０７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．３―１１．７―１１．７―１２．４―１３．１

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．２
３ １３（６，１０）（４，１，１６）７（２，９）５，１２（１１，１５）３，１４，８ ４ ・（１３，６）１０（４，１）１６，７（２，９）５（１１，１２）－１５，３－（８，１４）

勝馬の
紹 介

トップオブパンチ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．２．１４ 京都１０着

２００６．４．１２生 牡５鹿 母 タヤスメモリー 母母 アストレアⅡ ２４戦４勝 賞金 ５５，２２９，０００円
〔発走状況〕 スティールパス号は，枠入り不良。
〔制裁〕 トーホウペガサス号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーセンマンボ号

５レース目



（２３東京３）第８日 ６月１２日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２５０，６９０，０００円
６，３９０，０００円
１２，９２０，０００円
１，７８０，０００円
２３，７４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，３５６，０００円
４，８８２，０００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
４９９，８５６，３００円
７５１，６３３，５００円
４２６，９５８，４００円
１，８００，７９５，２００円
１，０５８，４１８，６００円
５９４，６６２，８００円
２，１４３，８２０，３００円
４，０３８，０３７，９００円
１，２３７，９６８，８００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
５ 重 勝
計 １２，５５２，１５１，８００円

総入場人員 ３９，９１５名 （有料入場人員 ３８，４３０名）



平成２３年度 第３回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３８７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

２，４７５，５５０，０００円
３０，９５０，０００円
１１７，４３０，０００円
１１６，４５０，０００円
２３３，６００，０００円
１，３７３，０００円
１，３７３，０００円
４９０，５９０，０００円
４２，０８６，０００円
１３，７３１，３００円

勝馬投票券売得金
４，８０９，２２８，１００円
６，６６２，０５８，９００円
４，４４７，６１７，７００円
１７，７４７，５３３，９００円
１０，４３９，４４５，１００円
５，５１３，３６８，６００円
２１，６８０，３６３，３００円
４２，１６７，３５２，９００円
４，９３７，４３１，４００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
５ 重 勝
計 １１８，４０４，３９９，９００円

総入場延人員 ３６２，９０９名 （有料入場延人員 ３５０，２９９名）


