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１４００１ ６月２日 晴 良 （２４東京３）第１日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５ ナムラセレナーデ 牝３青鹿５４ 江田 照男奈村 信重氏 池上 昌弘 浦河 杵臼牧場 ４３４＋ ２１：４０．４ ３８．６�

７１４ ラ ヴ ェ ン ナ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲西村 太一�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４７８＋ ８１：４０．５� ３３．９�

１２ レインボーカムカム 牝３栗 ５４ 三浦 皇成飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 ４３６－ ６１：４０．６� １１．３�
２４ シ ア ン ナ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０ ―１：４０．８１� ２７．１�
５１０ パリーナチャン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４４０－ ２１：４１．０１� ６．８�
２３ アファーブル 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５２＋ ２１：４１．４２� １０．６�
５９ スカーレットリング 牝３黒鹿５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５０４± ０ 〃 クビ ３．３	
８１６ ディオベルタ 牝３栃栗５４ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４６＋１８１：４１．８２� ２．９

７１３ ヤマニンパニエ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４７６± ０１：４２．０１� ４９．７�
３６ コンペリングテール 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 H.R.H．プリンセス・ハヤ 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４５２－ ２１：４２．１クビ １９６．３�
１１ ブライアンズビート 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥西城 公雄氏 中川 公成 日高 メイプルファーム ４４２＋ ４ 〃 クビ １０４．１
３５ ウォームトウショウ 牝３栗 ５４ 村田 一誠トウショウ産業� 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 ４５４－ ２１：４３．１６ １９９．８�
６１２ ダイワフェミニン 牝３鹿 ５４ 横山 義行大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 出羽牧場 ４６８ ― 〃 クビ ２６１．３�
４７ メジャーコード 牝３鹿 ５４ 横山 典弘吉田 千津氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：４３．５２� ７．８�
６１１ ウインディーヴァ 牝３青鹿５４ 津村 明秀�ウイン 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 ４１８ ―１：４３．６クビ １４２．３�
４８ デルマハゴロモ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４３４＋１０１：４６．２大差 ２９６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８９４，８００円 複勝： ３７，４６８，０００円 枠連： １７，５６６，４００円

馬連： ５８，６９４，９００円 馬単： ４２，１７３，１００円 ワイド： ２７，４３９，７００円

３連複： ８２，６９４，２００円 ３連単： １３１，１５７，１００円 計： ４１７，０８８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８６０円 複 勝 � ８７０円 � ９２０円 � ２８０円 枠 連（７－８） ２，３８０円

馬 連 �� ３０，７５０円 馬 単 �� ６６，３７０円

ワ イ ド �� ４，８００円 �� １，７００円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ４６，４５０円 ３ 連 単 ��� ４４６，０６０円

票 数

単勝票数 計 １９８９４８ 的中 � ４０６９（９番人気）
複勝票数 計 ３７４６８０ 的中 � １０４７２（８番人気）� ９８７３（９番人気）� ４０９１６（５番人気）
枠連票数 計 １７５６６４ 的中 （７－８） ５４５５（１２番人気）
馬連票数 計 ５８６９４９ 的中 �� １４０９（４４番人気）
馬単票数 計 ４２１７３１ 的中 �� ４６９（９５番人気）
ワイド票数 計 ２７４３９７ 的中 �� １３８３（３９番人気）�� ４０２９（１７番人気）�� ３３２６（２４番人気）
３連複票数 計 ８２６９４２ 的中 ��� １３１４（９４番人気）
３連単票数 計１３１１５７１ 的中 ��� ２１７（７４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３６．０―４８．６―１：０１．３―１：１３．８―１：２６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．８―３F３９．１
３ ・（１４，９）１５，１６（３，１０）（１，６）（７，１１，１３）（５，８）－２，４－１２ ４ ・（１４，１５）９（１６，１０）３（１，６）１３（７，１１）（５，２）（４，８）＝１２

勝馬の
紹 介

ナムラセレナーデ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．８．６ 新潟１３着

２００９．４．１９生 牝３青鹿 母 ス ー テ ィ ー 母母 Aghsan ８戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマハゴロモ号は，平成２４年８月２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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 スリーオーシャン号・ベルベットメドウ号・マダムプレジデント号・マホウノランプ号・ラブシャーク号・

ロッタチャン号

１４００２ ６月２日 晴 良 （２４東京３）第１日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時４５分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

２４ オメガスパーキング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：２５．５ １．４�

５１０ ア イ ザ ッ ク 牡３鹿 ５６ 内田 博幸村山 忠弘氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ４８２＋ ４１：２７．２大差 ６．６�
３６ ローレルヘーシンク 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥 �ローレルレーシング 牧 光二 新冠 対馬 正 ４９８－ ２ 〃 アタマ ２１０．３�
１１ ジュリエットソング 牝３青 ５４ 松岡 正海�ターフ・スポート尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４８０± ０１：２７．４１� ８．１�
８１５ サエッターレ 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗岡田 壮史氏 栗田 徹 浦河 林 孝輝 ４３２＋ ６ 〃 ハナ １０６．５�
６１１ マークユアセルフ 牡３青 ５６

５３ ▲杉原 誠人大谷 正嗣氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ４９０± ０１：２７．６１� １５．１	
７１４ アルドグリーン �３鹿 ５６ 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河トラストスリーファーム ４４０＋ ２１：２８．２３	 ４７．７

７１３ スピードリバイバル 牡３栗 ５６ 木幡 初広小林 英一氏 杉浦 宏昭 日高 出口牧場 ４８２± ０１：２８．５１
 １３４．０�
５９ マヤノフォルゴーレ 牡３芦 ５６ 丸山 元気田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４８８ ―１：２９．８８ １１．７�
１２ サンマルヴァーゴ 牝３栗 ５４ 江田 照男相馬 勇氏 佐藤 吉勝 小清水 千島北斗牧場 ４４０－ ６１：２９．９クビ １１９．２
３５ カシノレインボー 牝３芦 ５４

５１ ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 B４４２± ０１：３０．６４ １５５．１�
２３ エ マ イ ユ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 ４７６ ―１：３１．１３ ２１２．０�
４７ ホシノユビワ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎庄野 昭彦氏 高柳 瑞樹 日高 庄野牧場 ４４２ ―１：３１．６３ ３１６．６�
８１６ ヒロノシラユキ 牝３芦 ５４ 丹内 祐次山内 広氏 清水 美波 新冠 中地 義次 ４２６ ―１：３２．５５ ２７２．６�
４８ フクノイナズマ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真福島 実氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４６２－ ２１：３６．１大差 ２６４．０�

（１５頭）
６１２� ホライゾンブルー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成前田 幸治氏 田中 剛 米 William

Peeples ４６８＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２３，３４２，８００円 複勝： ７８，２９８，３００円 枠連： １７，２９０，１００円

馬連： ４５，５８２，０００円 馬単： ４２，７９６，３００円 ワイド： ２３，１７６，１００円

３連複： ５６，０６５，６００円 ３連単： １２６，２０５，７００円 計： ４１２，７５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２，４００円 枠 連（２－５） ２７０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ４４０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２，４９０円 �� ６，４５０円

３ 連 複 ��� １０，１９０円 ３ 連 単 ��� ２３，３３０円

票 数

単勝票数 差引計 ２３３４２８（返還計 ５９９６） 的中 � １４１２１５（１番人気）
複勝票数 差引計 ７８２９８３（返還計 １６０６６） 的中 � ５５０６４２（１番人気）� ７１４６５（２番人気）� ２２４７（１１番人気）
枠連票数 差引計 １７２９０１（返還計 １３１６） 的中 （２－５） ４８５２６（１番人気）
馬連票数 差引計 ４５５８２０（返還計 ５０４６３） 的中 �� １０２１３８（１番人気）
馬単票数 差引計 ４２７９６３（返還計 ４６２９８） 的中 �� ７２２５７（１番人気）
ワイド票数 差引計 ２３１７６１（返還計 ２７６６２） 的中 �� ４１８３９（１番人気）�� １９１３（１９番人気）�� ７２３（３６番人気）
３連複票数 差引計 ５６０６５６（返還計１２９６２４） 的中 ��� ４０６２（２３番人気）
３連単票数 差引計１２６２０５７（返還計２９１０３０） 的中 ��� ３９９３（５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３５．６―４８．４―１：０１．２―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガスパーキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１２．２．４ 東京２着

２００９．２．２５生 牡３鹿 母 オメガフォーチュン 母母 エリンバード ４戦１勝 賞金 ９，９００，０００円
〔競走除外〕 ホライゾンブルー号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノレインボー号・エマイユ号・ホシノユビワ号・ヒロノシラユキ号・フクノイナズマ号は，

平成２４年７月２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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 カルメンズサン号・ショウナンサッチモ号・ディアボンボン号・フリザンテ号・マルカディフィート号・

ユキノベアハート号・ロゼツヨシ号・ローレルエンデバー号

第３回 東京競馬 第１日



１４００３ ６月２日 晴 良 （２４東京３）第１日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時１５分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５９ デジタルハーツ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘林 正道氏 的場 均 浦河 高村牧場 ４６４± ０１：３４．７ ４．７�

７１４ ラウンドロビン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司諸江 幸祐氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４２６－ ６１：３４．９１� ２．８�
８１７ マイネルクリフ 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 森 牧場 ４７６－ ８１：３５．０� １７．８�
２３ デルマジュロウジン �３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４２２± ０ 〃 アタマ １９．０�
１２ レッドルイーザ 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 ４６４－ ４１：３５．２１� ２．９�
１１ アラマサスカイ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム B４５６＋ ２１：３５．４１� １５２．５	
４７ アローサンベリーナ 牝３青 ５４

５１ ▲西村 太一矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ３９２＋ ６１：３５．５	 １０４．１

６１１ サクラグロリアス 牡３青鹿５６ 松田 大作�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４７０－ ４１：３５．６� ２３．０�
８１８ ケージーヒトメボレ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４３０－１０ 〃 クビ ３７．３�
６１２ ティルトザキルト 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５１０－１４１：３６．０２� ３５．５
３５ プロトリューション 牡３栗 ５６ 松岡 正海石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 斉藤スタッド ４５２－１０１：３６．２１ ７２．３�
７１５ エ ビ ー タ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気石川 達絵氏 小笠 倫弘 新ひだか 水上 習孝 ４００－ ４１：３６．３	 ３５５．６�
７１３ ジャイロプレーン 牝３栗 ５４ 田辺 裕信吉田 哲哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム ４５８＋２４ 〃 ハナ ２２９．９�
２４ キョウエイペガサス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４４６＋ ８１：３６．４クビ ２０２．９�
４８ コトブキセンプウ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀尾上 松壽氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 ４７０－１２ 〃 クビ ２３３．５�
５１０ アルマネーレーイス 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４２８－ ８１：３７．０３� ３６３．５�
３６ ミサノハナユキ 牝３栗 ５４ 横山 義行竹森 幹雄氏 田中 剛 新冠 中央牧場 ４０４－ ６１：３７．２１� ４１７．６�
８１６ ジェノアチャリス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４９６± ０１：３７．４１� １３．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，７８５，１００円 複勝： ４１，１９２，５００円 枠連： １９，２６４，１００円

馬連： ５９，７４６，２００円 馬単： ４４，１４１，６００円 ワイド： ３０，１７１，３００円

３連複： ８４，８９７，５００円 ３連単： １４７，７８６，４００円 計： ４４９，９８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ３８０円 枠 連（５－７） ５７０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，２８０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ３，２５０円 ３ 連 単 ��� １２，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２２７８５１ 的中 � ３８９２５（３番人気）
複勝票数 計 ４１１９２５ 的中 � ６４３８１（３番人気）� １１１８１６（１番人気）� １９９０６（６番人気）
枠連票数 計 １９２６４１ 的中 （５－７） ２５３６５（２番人気）
馬連票数 計 ５９７４６２ 的中 �� ８０６５４（２番人気）
馬単票数 計 ４４１４１６ 的中 �� ２７４３４（５番人気）
ワイド票数 計 ３０１７１３ 的中 �� ３０３９９（２番人気）�� ５２９５（１５番人気）�� ８４６８（８番人気）
３連複票数 計 ８４８９７５ 的中 ��� １９３１３（１１番人気）
３連単票数 計１４７７８６４ 的中 ��� ８５１９（３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．６―４６．６―５９．４―１：１１．３―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．３
３ １６－（１２，１３）１７（９，６，１８）（１，５）１１（２，７）（８，１０）（３，１４）１５，４ ４ １６－（１２，１３）（９，１７）（６，１８）１（５，１１）２（７，８，１０）３（１４，１５）４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デジタルハーツ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１２．１０ 中山２着

２００９．３．２２生 牡３鹿 母 チェリーエンジェル 母母 デーエスソロン ４戦１勝 賞金 １０，７００，０００円
〔その他〕 ジェノアチャリス号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジェノアチャリス号は，平成２４年８月２日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アクティブポイント号・コンドッティエーレ号・サルタヒコ号・テイエムアカキリ号・ノボモモチャン号・

ヤマニンノワゼット号

１４００４ ６月２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京３）第１日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
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３：１７．５良・良

４５ � モ ル エ ラ ン �７青鹿６０ 草野 太郎 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４８２＋ ８３：１７．９ ５．５�

１１ トーセンドンファン 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 バンブー牧場 ４７０－ ２３：１８．０� １．９�
５８ フェバリットアワー 牡５鹿 ６０ 金子 光希�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５１８± ０３：２０．６大差 ７．０�
７１１ ジールドリル 牡５鹿 ６０ 山本 康志前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８＋ ４３：２０．９２ ９．０�
３３ シュヴァルツシルト �４黒鹿６０ 穂苅 寿彦 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２３：２２．９大差 ２３．８�
４６ セクシイスイート 牝４鹿 ５８ 大庭 和弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１４＋ ２３：２３．１１� １６．３	
３４ シュガーツヨシ 牡３鹿 ５８ 鈴木 慶太横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新ひだか 谷藤 弘美 ４３０＋ ６３：２３．４１� １５１．２

６９ サトノハピネス 牡７栗 ６０ 池崎 祐介里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 B５２０－ ４３：２４．１４ １４１．３�
５７ ドクトルスズカ 牡４鹿 ６０ 柴田 大知永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４９０＋ ２３：２４．２	 ９１．２�
８１４ ビルトミーアップ 牝７鹿 ５８ 平沢 健治飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４８２＋ ８３：２５．９大差 ７８．８
６１０ タイキジャガー 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８２± ０３：２６．０	 ５０．２�
７１２ トクトイムスメ 牝６栗 ５８ 石神 深一�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 ５０４＋１８３：２７．２７ １６４．５�
８１３� コブラボール 牡８青鹿６０ 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４７８± ０ （競走中止） １６．５�
２２ タイキデイブレイク �５鹿 ６０ 江田 勇亮�大樹ファーム 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム ４７０－ ４ （競走中止） １９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，１９９，６００円 複勝： ２７，７４１，９００円 枠連： １５，２３７，３００円

馬連： ４３，５１２，４００円 馬単： ３４，４３２，８００円 ワイド： ２１，１４３，９００円

３連複： ６１，４８７，２００円 ３連単： １１６，９７５，７００円 計： ３３８，７３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－４） ４４０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ４５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ６，２８０円

票 数

単勝票数 計 １８１９９６ 的中 � ２６３６７（２番人気）
複勝票数 計 ２７７４１９ 的中 � ３４３４９（３番人気）� ９４１７２（１番人気）� ３６３４７（２番人気）
枠連票数 計 １５２３７３ 的中 （１－４） ２５８７７（１番人気）
馬連票数 計 ４３５１２４ 的中 �� ５４４８３（１番人気）
馬単票数 計 ３４４３２８ 的中 �� １５３０７（６番人気）
ワイド票数 計 ２１１４３９ 的中 �� ２０３８０（２番人気）�� １０４１３（４番人気）�� ２２０４６（１番人気）
３連複票数 計 ６１４８７２ 的中 ��� ４０８０４（１番人気）
３連単票数 計１１６９７５７ 的中 ��� １３７４７（１０番人気）

上り １マイル １：４４．１ ４F ５０．７－３F ３８．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�モ ル エ ラ ン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Gone West

２００５．４．２５生 �７青鹿 母 ゴーンプロフェッショナル 母母 Professional Dance 障害：１１戦１勝 賞金 １９，２３０，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 タイキデイブレイク号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
コブラボール号は，２周目８号障害〔いけ垣〕飛越後に，競走を中止した「タイキデイブレイク」号に触れてつまずき，騎手
が落馬したため競走中止。

〔その他〕 ジールドリル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジールドリル号は，平成２４年７月２日まで出走できない。



１４００５ ６月２日 晴 良 （２４東京３）第１日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時３５分 （芝・左）

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

中央レコード

１：２１．４
１：２０．３

良

良

６６ インティワタナ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 城地 清満 ４２８ ―１：２４．８ ３０．８�

６７ シェアードワールド 牡２黒鹿５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４１４ ―１：２５．２２� ２．１�
７８ マプティット 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４２０ ―１：２５．３クビ １３．１�
１１ ディアグリスター 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 ４５０ ―１：２５．６１� ２４．８�
４４ バーチャルツアー 牡２栗 ５４ 田中 博康 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７０ ― 〃 ハナ ６６．７�
７９ ビーチサウンド 牝２鹿 ５４ 江田 照男小野 博郷氏 牧 光二 日高 春木 昭雄 ４６０ ―１：２５．７� １１．１�
５５ マイネチリペッパー 牝２栗 ５４ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５２ ― 〃 ハナ ５．９

３３ スワンソング 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２ ― 〃 アタマ ４．３�
２２ カラダドリーム 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人子安 裕樹氏 伊藤 正徳 浦河 有限会社

松田牧場 ４８４ ―１：２６．２３ １０．１�
８１１ カシノガスト 牡２鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 及川 ミツ子 ４５０ ―１：２７．５８ １１３．０
８１０ メ テ オ ラ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４３８ ―１：２８．０３ ７０．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，５０３，９００円 複勝： ３４，３００，０００円 枠連： １３，２５８，４００円

馬連： ５１，８４９，４００円 馬単： ４１，９７７，７００円 ワイド： ２１，５１８，５００円

３連複： ６２，６４５，２００円 ３連単： １３４，０９６，８００円 計： ３８４，１４９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０８０円 複 勝 � ５３０円 � １３０円 � ３１０円 枠 連（６－６） ２，３５０円

馬 連 �� ２，７００円 馬 単 �� ７，３９０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ３，５２０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ９，４７０円 ３ 連 単 ��� ７２，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２４５０３９ 的中 � ６２７４（８番人気）
複勝票数 計 ３４３０００ 的中 � １１７９９（８番人気）� １１２３６４（１番人気）� ２３６０３（５番人気）
枠連票数 計 １３２５８４ 的中 （６－６） ４１６４（１０番人気）
馬連票数 計 ５１８４９４ 的中 �� １４２２２（１１番人気）
馬単票数 計 ４１９７７７ 的中 �� ４１９３（２７番人気）
ワイド票数 計 ２１５１８５ 的中 �� ５７７７（１４番人気）�� １３９７（３２番人気）�� １２５３２（４番人気）
３連複票数 計 ６２６４５２ 的中 ��� ４８８４（３３番人気）
３連単票数 計１３４０９６８ 的中 ��� １３７１（２０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２４．６―３７．２―５０．０―１：０１．７―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インティワタナ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ペ ン タ イ ア 初出走

２０１０．４．２１生 牝２鹿 母 エイシンスペイン 母母 エイシンアテイン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 バーチャルツアー号の騎手田中博康は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）

シェアードワールド号の騎手横山典弘は，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。（１番への進
路影響）

１４００６ ６月２日 晴 良 （２４東京３）第１日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

４７ ライトヴァース 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６＋ ２２：２６．３ ２．４�

７１３ アポロテイスト 牡３栗 ５６ 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 ４９４－ ４２：２６．８３ ４．４�
１１ ケイアイジーニアス 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ４０．３�
１２ ズルフィカール 牡３黒鹿５６ 田中 博康宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４６４－ ４２：２７．５４ １０．２�
５１０ イッツガナハプン 牡３栗 ５６ 柴田 大知サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 ４９８－ ６２：２７．６クビ １１．７�
２３ ジャングルスピード 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗吉田 和美氏 菊沢 隆徳 日高 千葉飯田牧場 ４９０＋ ４２：２７．８１� ７．７	
７１４ メイショウイチフジ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人松本 好雄氏 尾形 充弘 浦河 三嶋牧場 ４６２－ ２２：２７．９� ５３．１

５９ ブルーナボーニャ �３鹿 ５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２ 〃 クビ ２６．０�
６１２ ペイトリッツデイ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�瀬 真尚氏 高木 登 新冠 前川 隆範 ５０２＋ ２２：２８．１１� ３５．０�
３６ ラインシルビア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６２：２８．２クビ １２．０
８１６ セントトーマス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次田島榮二郎氏 大江原 哲 様似 小田 誠一 ５０４＋ ８２：２８．３� ２９０．９�
８１７ タイセイハリケーン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４６８－１４ 〃 ハナ １８．８�
３５ マイネルレジェール 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ２２：２８．９３� ７２．２�
６１１ マストゴーオン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 木村牧場 B４９０＋ ２２：２９．３２� ５１．３�
８１５ ダブルピース 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４７４± ０２：２９．５１� １２３．７�
４８ イマジンジョン 牡３青 ５６ 木幡 初広湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ４２：２９．６クビ １６２．９�
２４ ライトマキシマム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠保谷フミ子氏 奥平 雅士 新冠 守矢牧場 ４７８－ ６２：３４．９大差 ３８３．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２４，６８９，１００円 複勝： ４６，０３１，２００円 枠連： ２３，１２３，２００円

馬連： ７１，５２１，６００円 馬単： ４７，１８０，０００円 ワイド： ３３，０６５，２００円

３連複： ９７，４３４，１００円 ３連単： １５３，５９２，１００円 計： ４９６，６３６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ７１０円 枠 連（４－７） ５４０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，４００円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ５，５６０円 ３ 連 単 ��� １７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２４６８９１ 的中 � ８２８３８（１番人気）
複勝票数 計 ４６０３１２ 的中 � １３８４１６（１番人気）� ７３８９３（２番人気）� １０４２８（１１番人気）
枠連票数 計 ２３１２３２ 的中 （４－７） ３２１６０（１番人気）
馬連票数 計 ７１５２１６ 的中 �� １０８３０７（１番人気）
馬単票数 計 ４７１８００ 的中 �� ４１４１１（１番人気）
ワイド票数 計 ３３０６５２ 的中 �� ３３７３８（１番人気）�� ５３５０（１８番人気）�� ３６９３（２６番人気）
３連複票数 計 ９７４３４１ 的中 ��� １２９５１（１５番人気）
３連単票数 計１５３５９２１ 的中 ��� ６３１５（３８番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１２．７―１２．７―１２．４―１２．６―１２．５―１２．４―１２．０―１１．９―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．５―３６．２―４８．９―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．４―１：３８．８―１：５０．８―２：０２．７―２：１４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ライトヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Distant Relative デビュー ２０１１．１０．２２ 東京１１着

２００９．４．５生 牡３鹿 母 ブラッシングブライド 母母 Dime Bag ５戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時１０分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライトマキシマム号は，平成２４年７月２日まで平地競走に出走できない。



１４００７ ６月２日 晴 良 （２４東京３）第１日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５９ � アメリカンダイナー 牡３鹿 ５４ 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 米
Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

４７４＋ ４１：３８．２ １．５�

２４ � クラッシュアゲン 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４８６－１０１：３８．３	 ４０．５�
３６ コウセイコタロウ 牡３黒鹿５４ 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４７４± ０１：３９．０４ １０５．０�
４８ モ ン ク 牡４鹿 ５７ 内田 博幸田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B５０４＋１６１：３９．１クビ １４．３�
１２ � ベストフェット 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５２０± ０１：３９．２
 ４８．７�
６１１ ビットプレスト 牡４鹿 ５７ 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４６２± ０１：３９．３	 ３０．０�
５１０� サンマルヴィエント 牡４栗 ５７ 田中 勝春相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７４＋ ２１：３９．４
 １７．３�
７１４� ゼ ニ ト ッ タ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海萩 英男氏 森 秀行 日高 中川 哲也 ４５４＋ ５１：３９．８２	 １４２．９	
２３ � ベニバナセンプー 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次飯田 正剛氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B４８６－１６ 〃 ハナ ２８４．６

８１６ タイトロープ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 B４８２－ ６ 〃 クビ ２０．２�
３５ ラブミーニキータ 牝４芦 ５５

５２ ▲杉原 誠人小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５２０＋２６１：３９．９クビ １７０．６
７１３ メイプルリンカーン 牡４栗 ５７ 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 ４６２－１０ 〃 クビ １４．１�
１１ � フェアエレン 牝３栗 ５２ 丸山 元気前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC ４７２－ ４１：４０．０
 ３１．１�
６１２ サトノピースピース 牡４青鹿５７ 三浦 皇成里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５０６± ０１：４０．７４ ５．７�
４７ � エバーオンワード 牡４鹿 ５７ 村田 一誠井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 松田 富士夫 ４７８＋ ８１：４０．８	 １１５．１�
８１５� ザハヤテオー 牡４黒鹿５７ 嘉藤 貴行疾風組合 大和田 成 新冠 アラキフアーム ４４８＋ ６１：４１．８６ ４１４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，０６７，６００円 複勝： ６５，３４６，２００円 枠連： ２１，３２３，２００円

馬連： ７２，６８８，２００円 馬単： ５５，６０５，３００円 ワイド： ３２，０２６，４００円

３連複： ９１，１１７，８００円 ３連単： １８５，２１３，８００円 計： ５５２，３８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ７９０円 � １，１７０円 枠 連（２－５） １，９８０円

馬 連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ３，５７０円

ワ イ ド �� ９２０円 �� １，１４０円 �� １６，１２０円

３ 連 複 ��� ３６，９５０円 ３ 連 単 ��� １０７，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２９０６７６ 的中 � １５９２０４（１番人気）
複勝票数 計 ６５３４６２ 的中 � ３６６００４（１番人気）� １０８８２（１０番人気）� ７０６１（１１番人気）
枠連票数 計 ２１３２３２ 的中 （２－５） ７９５２（７番人気）
馬連票数 計 ７２６８８２ 的中 �� ２６０６７（８番人気）
馬単票数 計 ５５６０５３ 的中 �� １１５２４（１０番人気）
ワイド票数 計 ３２０２６４ 的中 �� ８９３５（８番人気）�� ７０２０（１２番人気）�� ４６６（７１番人気）
３連複票数 計 ９１１１７８ 的中 ��� １８２０（８３番人気）
３連単票数 計１８５２１３８ 的中 ��� １２７１（２６３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．４―１３．０―１２．７―１２．２―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３６．２―４９．２―１：０１．９―１：１４．１―１：２６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．３
３ ４，９，１６，１，６，１１，３，１２（１４，１０）（２，８）（５，１５）７－１３ ４ ４（９，１６）（１，６）１１（３，１２）（１４，１０）（２，８）－５（７，１５）－１３

勝馬の
紹 介

�アメリカンダイナー �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．１２．２５ 中山４着

２００９．２．１０生 牡３鹿 母 Checkered Flag 母母 Shawnee Creek ８戦２勝 賞金 ２１，９２４，０００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 スリープレシャス号

１４００８ ６月２日 曇 良 （２４東京３）第１日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

１１ サイレントソニック 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４５６± ０１：３３．１ １．５�

２３ ア ソ ル ー タ 牝４栗 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４４４－ ８１：３３．４１� ８．５�
３６ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ５００＋ ２ 〃 クビ ９１．３�
３５ アンスポークン 牝３鹿 ５２

４９ ▲杉原 誠人 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２± ０１：３４．０３� ５．４�

８１６ セ ミ ニ ョ ン 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 ４６０± ０１：３４．１� ２６．７�

８１７� マイネローレライ 牝４青鹿５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 田中 裕之 ４７４＋ ２１：３４．２� １４１．５	

７１３ ビービーバカラ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４６２＋ ６１：３４．３� １１．６

４７ カルトマリーヌ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４４－１０ 〃 アタマ ３１．１�
６１２ ヤマニンレジェール 牝４栗 ５５ 田中 勝春土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 ４８４＋ ６１：３４．４� ２１０．１�
８１５� ホワイトミーナ 牝５芦 ５５

５２ ▲西村 太一阿部雅一郎氏 加藤 和宏 平取 高橋 啓 ４５０± ０１：３４．６１� １３２．４
７１４ サンデースイセイ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４７８＋ ８ 〃 クビ ４７．５�
１２ ダッシュアキチャン 牝７黒鹿５５ 横山 義行遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５０－ ６１：３４．７� ３０６．２�
２４ ヤマニンソルファ 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５２４＋ ６ 〃 クビ ４１．７�
４８ コスモマクスウェル 牝５鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム B４６６＋ ２１：３４．９１� ５１．６�
６１１ ア ベ マ リ ア 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ４１７．８�
５１０ スマイルプライズ 牝５鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４２８－ ６１：３５．２２ ３２９．２�
５９ ダイワジェシカ 牝４栗 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか フジワラフアーム ４４２－ ２１：３６．４７ ６１．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３５，０４６，４００円 複勝： ９１，０７１，２００円 枠連： ２７，１４５，９００円

馬連： ９７，８２５，８００円 馬単： ７３，７６７，１００円 ワイド： ４１，３０３，０００円

３連複： １１７，０７８，８００円 ３連単： ２４７，８８６，５００円 計： ７３１，１２４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ６１０円 枠 連（１－２） ４７０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １，０４０円 �� ３，９５０円

３ 連 複 ��� ８，０６０円 ３ 連 単 ��� ２１，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３５０４６４ 的中 � １８９５０９（１番人気）
複勝票数 計 ９１０７１２ 的中 � ５５５０８６（１番人気）� ５１０５１（４番人気）� １６３０１（９番人気）
枠連票数 計 ２７１４５９ 的中 （１－２） ４２７１３（１番人気）
馬連票数 計 ９７８２５８ 的中 �� １３５５６８（２番人気）
馬単票数 計 ７３７６７１ 的中 �� ７８２３４（２番人気）
ワイド票数 計 ４１３０３０ 的中 �� ３５６５７（２番人気）�� ９３８６（１２番人気）�� ２３２３（３４番人気）
３連複票数 計１１７０７８８ 的中 ��� １０７２８（２３番人気）
３連単票数 計２４７８８６５ 的中 ��� ８６０９（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３４．８―４６．５―５８．３―１：０９．６―１：２１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイレントソニック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１０．６．２６ 福島１着

２００８．２．１６生 牝４黒鹿 母 ムーンライトガーデンズ 母母 Bee My Vision １６戦３勝 賞金 ４７，６０８，０００円
※アベマリア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１４００９ ６月２日 曇 良 （２４東京３）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

い な ぎ

稲 城 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２２ カネトシマーシャル 牡４鹿 ５７ 横山 典弘兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ５００－ ２１：４５．８ ４．１�

４４ ランパスインベガス 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：４５．９� ４．１�
３３ エーブフウジン 牡４栗 ５７ 吉田 隼人 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B４７４－ ２ 〃 クビ ６．７�
８１２ ショウナンバーズ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９６－ ４１：４６．３２� ６．０�
５５ マイネルグラード 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ５２８＋１４１：４６．４� ２７．７�
５６ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５０－ ４１：４６．６１� １１１．５�
７９ � バイザルーマー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４７０－ ２１：４６．８１� ４３．３	
６８ ロードエフォール 牡４黒鹿５７ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４８８＋ ２１：４６．９クビ ４．９

６７ ミステリーコード 牡３黒鹿５４ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：４７．３２� １８．０�
７１０ トモロマイスター 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ９．１�
１１ � フ リ ー マ ン 牡３鹿 ５４ 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 ４９２＋ ２１：４７．５１	 １５３．９�
８１１ チャーリーポイント 牡５鹿 ５７ 江田 照男木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 B４７４－ ４１：４７．９２� ９７．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３５，１８９，３００円 複勝： ５８，３８８，０００円 枠連： ２３，４３２，０００円

馬連： １０９，４５３，４００円 馬単： ６４，２８６，４００円 ワイド： ３７，５８３，８００円

３連複： １１８，８６８，０００円 ３連単： ２３７，３８２，４００円 計： ６８４，５８３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（２－４） ９１０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ３７０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ６，９９０円

票 数

単勝票数 計 ３５１８９３ 的中 � ６７９８７（２番人気）
複勝票数 計 ５８３８８０ 的中 � ８２８９０（４番人気）� １２１４５９（１番人気）� ８８９５９（２番人気）
枠連票数 計 ２３４３２０ 的中 （２－４） １９１０１（２番人気）
馬連票数 計１０９４５３４ 的中 �� ７９８８２（１番人気）
馬単票数 計 ６４２８６４ 的中 �� ２３８７９（３番人気）
ワイド票数 計 ３７５８３８ 的中 �� ２８１７１（１番人気）�� ２４９５６（２番人気）�� ２４７４３（３番人気）
３連複票数 計１１８８６８０ 的中 ��� ６７０９２（１番人気）
３連単票数 計２３７３８２４ 的中 ��� ２５０６８（４番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．８―１１．６―１２．１―１２．１―１１．８―１１．２―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２３．８―３５．４―４７．５―５９．６―１：１１．４―１：２２．６―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．２―３F３４．４

３ １２，７，８（２，５）１０（１，３）６－（４，９）－１１
２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カネトシマーシャル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２０１０．１１．７ 京都４着

２００８．４．３生 牡４鹿 母 ベルグポルカ 母母 ベルグストーム １４戦３勝 賞金 ２８，０２２，０００円

１４０１０ ６月２日 曇 良 （２４東京３）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�

ゆ い が は ま

由 比 ヶ 浜 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．６．４以降２４．５．２７まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．６
１：１９．０

良

良

７７ エ ネ ア ド 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３６－ ４１：２２．１ １．９�

７８ ルアーズストリート 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４５０－ ６１：２２．２� ６．４�
２２ ウインスラッガー 牡３栗 ５４ 内田 博幸�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４９８－ ２ 〃 ハナ ３．４�
８９ ロジフェローズ 牝５青鹿５１ 吉田 隼人久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４５０＋ ６１：２２．３� ２３．０�
８１０� キョウエイバサラ 牡４芦 ５６ 石橋 脩田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock ５２８＋１６ 〃 アタマ ２９．７�
１１ ザクリエイション 牡６黒鹿５４ 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５０４－ ２ 〃 ハナ ４６．８	
４４ ニシノマナザシ 牡５芦 ５４ 丸山 元気西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ８．９

３３ プロスペラスマム 牝５鹿 ５２ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１６－ ２１：２２．４� ４７．１�
６６ キルシュバウム 牝５栗 ５１ 丸田 恭介ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４３６＋ ２１：２２．６１ ６０．４�
５５ レーザーインパクト 牡３鹿 ５３ 三浦 皇成杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４３６－ ６１：２２．７� ２８．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４２，６３８，３００円 複勝： ５８，６７０，５００円 枠連： ２５，３４１，６００円

馬連： １２１，６６３，２００円 馬単： ８８，１５４，４００円 ワイド： ４０，３３１，０００円

３連複： １２８，３９０，８００円 ３連単： ３３８，７７０，１００円 計： ８４３，９５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（７－７） ６８０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� ２，３５０円

票 数

単勝票数 計 ４２６３８３ 的中 � １７６９５２（１番人気）
複勝票数 計 ５８６７０５ 的中 � ２１２２４９（１番人気）� ７３２３２（３番人気）� １１６７５３（２番人気）
枠連票数 計 ２５３４１６ 的中 （７－７） ２７７３９（３番人気）
馬連票数 計１２１６６３２ 的中 �� １３８１７０（２番人気）
馬単票数 計 ８８１５４４ 的中 �� ７３４２１（３番人気）
ワイド票数 計 ４０３３１０ 的中 �� ３９０６６（２番人気）�� ７９５２４（１番人気）�� ２３７５４（５番人気）
３連複票数 計１２８３９０８ 的中 ��� １６５９４７（１番人気）
３連単票数 計３３８７７０１ 的中 ��� １０６６３２（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．０―１２．３―１１．３―１１．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３５．９―４８．２―５９．５―１：１０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３３．９
３ ５，４（１，１０）２（３，６）７（８，９） ４ ・（５，４）（１，１０）２（３，６）（７，９）８

勝馬の
紹 介

エ ネ ア ド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー ２０１１．８．２７ 新潟１着

２００９．１．１５生 牡３鹿 母 キ ュ ー 母母 P J Floral ８戦３勝 賞金 ３９，２４３，０００円
※出走取消馬 ウィルパワー号（疾病〔右肩跛行〕のため）



１４０１１ ６月２日 曇 良 （２４東京３）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，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５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

２２ � ティアモブリーオ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.
Partners ４５２－ ２１：３６．７ ３．２�

６９ セ イ リ オ ス 牡５鹿 ５７ 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４９２－１０１：３６．９１� ７．３�
３３ エ ア ウ ル フ 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４７２＋ ２ 〃 ハナ ３．８�
７１１ ニシノヴァンクール 牡５青鹿５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５０４－ ４ 〃 ハナ ２６．５�
４５ サクラブライアンス 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４９０＋ ４１：３７．２１	 ３９．８�
７１２ ファンドリカップ 牡６芦 ５７ 柴山 雄一水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ ５８．７	
８１４ シャルルマーニュ 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義吉田 勝己氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５００＋１６１：３７．３	 ２１．２

６１０ カラフルデイズ 牝４栗 ５５ 石橋 脩 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋１６１：３７．４
 １０．１�
４６ メトロノース 牡６芦 ５７ 大野 拓弥 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７６－１２１：３７．５クビ ３６．５�
１１ � テープカット 牡５鹿 ５７ 北村 宏司橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 ４６０± ０ 〃 クビ １４．６
５７ ヒラボクビジン 牝５黒鹿５５ 横山 典弘�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４６２－ ２１：３７．６クビ ６．７�
８１３ デジタルキャッシュ 牡７鹿 ５７ 松田 大作吉田 和美氏 中尾 秀正 新冠 ヤマオカ牧場 ５２８＋１０ 〃 クビ １９．０�
５８ キングパーフェクト 牡６黒鹿５７ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６２－ ２１：３７．８	 ４５．７�
３４ ヤマニンバッスル 牡６鹿 ５７ 伊藤 工真土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 ４８２＋ ２１：３８．０１� ２３１．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６０，５５０，８００円 複勝： １００，９９１，５００円 枠連： ６７，２２９，４００円

馬連： ２７１，３５５，１００円 馬単： １５０，０２９，１００円 ワイド： ８７，９３６，０００円

３連複： ３４７，３６２，５００円 ３連単： ６６７，０１４，１００円 計： １，７５２，４６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（２－６） ８６０円

馬 連 �� １，５２０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ２５０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� ８，６８０円

票 数

単勝票数 計 ６０５５０８ 的中 � １４９１２１（１番人気）
複勝票数 計１００９９１５ 的中 � １８７８１８（２番人気）� １１５５１７（４番人気）� ２３８７４３（１番人気）
枠連票数 計 ６７２２９４ 的中 （２－６） ５７８９５（３番人気）
馬連票数 計２７１３５５１ 的中 �� １３１８５４（６番人気）
馬単票数 計１５００２９１ 的中 �� ４３９６０（７番人気）
ワイド票数 計 ８７９３６０ 的中 �� ３３６３４（６番人気）�� ９７９９４（１番人気）�� ５５６８２（２番人気）
３連複票数 計３４７３６２５ 的中 ��� １９７３５０（１番人気）
３連単票数 計６６７０１４１ 的中 ��� ５６７１７（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．６―３５．８―４８．１―１：００．６―１：１２．４―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ティアモブリーオ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Arazi デビュー ２０１０．４．１８ 福島５着

２００７．５．１０生 牡５鹿 母 Glint in Her Eye 母母 Wind In Her Hair １５戦５勝 賞金 ５５，９７０，０００円
※キングパーフェクト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１４０１２ ６月２日 曇 良 （２４東京３）第１日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

７１４ キクノストーム 牡３鹿 ５４ 柴山 雄一菊池 五郎氏 牧田 和弥 浦河 高村牧場 ４７０＋ ４１：２５．０ ６．５�

６１２ ダイワモービル 牡４黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５２０＋ ２１：２５．４２� ３．９�
１１ ヒノモトイチバン 牡５栗 ５７ 田中 勝春坪野谷純子氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４６０－ ４１：２５．５クビ ４２．７�
８１６ ケイアイアポロン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ５２８± ０１：２５．８２ １２．５�
５９ � トーセンブリッツ 牡４青 ５７ 石橋 脩島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４５８＋ ４１：２５．９� ３．１�
４８ オ ヤ シ オ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７４－１０１：２６．１１� ２０．４	
８１５ サクセスフルビッド 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義�G１レーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９８－ ４１：２６．３１� ５．１

１２ スノウプリンス 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４６６－ ４１：２６．４クビ ５４．４�
２３ ミ ル テ 牝３栗 ５２ 江田 照男長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム ４２６＋ ２１：２６．６１ ３０．５�
２４ カフェラビリンス 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５１８＋ ６ 〃 クビ ７０．１
７１３ ペプチドソロモン �５鹿 ５７ 丸山 元気沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 ５３０± ０１：２６．７クビ １３７．３�
５１０ セイファート 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６１：２６．９１� ２４０．３�
４７ � ディレクシオン �５黒鹿５７ 石神 深一�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４５２－ ４１：２７．１１� ４３．５�
３６ � ゲ バ ラ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 B４６６－ ４１：２７．３１� ２０．３�
３５ ハーティンハート 牡５栗 ５７ 中舘 英二臼田 浩義氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ５２２－１２１：２８．４７ ７７．２�
６１１ バウンダリーワン 牡３鹿 ５４ 武士沢友治山口 真吾氏 木村 哲也 日高 日高大洋牧場 ４４０－ ２１：２８．８２� １０６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，２３３，５００円 複勝： ６８，８２０，１００円 枠連： ４３，６４６，７００円

馬連： １５４，４０９，８００円 馬単： ８８，４９８，８００円 ワイド： ６１，７０７，２００円

３連複： ２００，２１７，４００円 ３連単： ３７６，１３７，８００円 計： １，０４０，６７１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � ６９０円 枠 連（６－７） １，１３０円

馬 連 �� １，１９０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ３，４３０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� １２，９６０円 ３ 連 単 ��� ５２，３１０円

票 数

単勝票数 計 ４７２３３５ 的中 � ５８１４７（４番人気）
複勝票数 計 ６８８２０１ 的中 � ７８４３１（４番人気）� １４０９７８（１番人気）� １９９７８（９番人気）
枠連票数 計 ４３６４６７ 的中 （６－７） ２８６９４（６番人気）
馬連票数 計１５４４０９８ 的中 �� ９５８３０（５番人気）
馬単票数 計 ８８４９８８ 的中 �� ２６７９３（９番人気）
ワイド票数 計 ６１７０７２ 的中 �� ３０９０３（５番人気）�� ４２１３（３５番人気）�� ８５００（１８番人気）
３連複票数 計２００２１７４ 的中 ��� １１４０７（３４番人気）
３連単票数 計３７６１３７８ 的中 ��� ５３０７（１４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３５．７―４８．２―１：００．１―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノストーム �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー ２０１１．７．１０ 京都１着

２００９．４．８生 牡３鹿 母 シ ラ ー 母母 Silicon Lady ６戦２勝 賞金 １７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 シンボリゾンネ号・ノボクン号



（２４東京３）第１日 ６月２日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１８０，４３０，０００円
６，９９０，０００円
１，３７０，０００円
１６，０６０，０００円
５８，６０８，５００円
５，２５０，８００円
１，６８９，６００円

勝馬投票券売得金
３８３，１４１，２００円
７０８，３１９，４００円
３１３，８５８，３００円
１，１５８，３０２，０００円
７７３，０４２，６００円
４５７，４０２，１００円
１，４４８，２５９，１００円
２，８６２，２１８，５００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 ８，１０４，５４３，２００円

総入場人員 ３１，２６４名 （有料入場人員 ２９，５２５名）


