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１４０２５ ６月９日 小雨 稍重 （２４東京３）第３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）

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

２３ シンボリプロント 牡３黒鹿５６ 江田 照男シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４５０＋ ２１：３９．４ ３３．０�

４８ コスモメルハバ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 ４９２＋ ６１：３９．６１� ９．８�
３６ キネオスパーク 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信ジャパンフードビジネス� 高木 登 日高 新井 昭二 ４９６＋ ４１：３９．９１� ３．７�
６１２ ツクババンドーオー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 ４８８＋１４１：４０．１１� ７．３�
８１５ ベルガリオン 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース二ノ宮敬宇 平取 追分ファーム ４７８－ ６１：４０．２� ４．１�
４７ ウエスタンフォルテ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人西川 賢氏 藤沢 和雄 新ひだか ウエスタンファーム ４６６－ ６１：４０．３クビ ５６．４	
７１３ ヨシールストーム 牡３栗 ５６ 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 畑端牧場 ５０４＋ ２１：４０．６２ ３４．５

３５ アブサンラバー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：４０．８１� ４．２�
８１６ ミスエコパワー 牝３栃栗５４ 田中 勝春吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：４０．９クビ １０．１�
６１１ ディアボンボン 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太ディアレスト 水野 貴広 新冠 中本 隆志 B４６６＋ ４ 〃 クビ １６３．１
２４ スターマックス 牡３黒鹿５６ 北村 友一池住 安信氏 保田 一隆 浦河 高野牧場 ４８０＋ ６１：４１．１１� １６９．９�
１１ セイウンノカナタ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４３８± ０１：４１．６３ ２２３．０�
７１４ ベルベットメドウ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲原田 和真藤井 謙氏 松山 将樹 浦河 日東牧場 ４５２＋ ４１：４２．０２� ２５３．４�
５１０ キングブラヴィシモ 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４９４－ ８１：４２．４２� ２７２．０�
１２ クラウンザショパン 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 大栄牧場 ４５４＋ ４１：４３．４６ １５．２�

（１５頭）
５９ サラガドゥーラ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 牧 光二 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，９４３，８００円 複勝： ３３，８２８，５００円 枠連： １４，７８６，５００円

馬連： ４１，３６３，６００円 馬単： ２５，２９９，２００円 ワイド： １９，７２３，０００円

３連複： ４９，７０１，７００円 ３連単： ７５，００９，２００円 計： ２７６，６５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３００円 複 勝 � ５７０円 � ２８０円 � １６０円 枠 連（２－４） ９，４４０円

馬 連 �� １０，０５０円 馬 単 �� ２７，１４０円

ワ イ ド �� ２，２２０円 �� １，０８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ９，３６０円 ３ 連 単 ��� ９９，２１０円

票 数

単勝票数 差引計 １６９４３８（返還計 １２３９９） 的中 � ４０５７（８番人気）
複勝票数 差引計 ３３８２８５（返還計 ２３０４１） 的中 � １２２７７（７番人気）� ３０４０３（５番人気）� ７２８５４（１番人気）
枠連票数 差引計 １４７８６５（返還計 １６６） 的中 （２－４） １１５６（２２番人気）
馬連票数 差引計 ４１３６３６（返還計 ６５５８６） 的中 �� ３０３８（２６番人気）
馬単票数 差引計 ２５２９９２（返還計 ４０８５６） 的中 �� ６８８（５９番人気）
ワイド票数 差引計 １９７２３０（返還計 ３２４５９） 的中 �� ２０７２（２４番人気）�� ４４４９（１３番人気）�� １０２８７（５番人気）
３連複票数 差引計 ４９７０１７（返還計１４５１１３） 的中 ��� ３９２２（３１番人気）
３連単票数 差引計 ７５００９２（返還計２１３９２８） 的中 ��� ５５８（２６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３６．１―４８．７―１：０１．７―１：１４．６―１：２７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリプロント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスホール デビュー ２０１１．１１．２０ 東京１５着

２００９．２．２６生 牡３黒鹿 母 スイートミーシャ 母母 スイートヒコ ６戦１勝 賞金 ５，３５０，０００円
〔競走除外〕 サラガドゥーラ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し放馬。枠外へくぐり出た際，疾病〔第３頸椎骨折〕を発症し

たため競走除外。なお，同馬は予後不良。発走時刻７分遅延。
〔制裁〕 ヨシールストーム号の調教師水野貴広は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出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 スキップビート号・ニューアルゴノーツ号・マダムプレジデント号
（非抽選馬） １頭 セイユウボス号

１４０２６ ６月９日 小雨 稍重 （２４東京３）第３日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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

１：１９．６
１：１９．０

良

良

７１３ チェリーヒロイン 牝３栗 ５４ 内田 博幸伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４０６－ ４１：２３．８ ８．４�

３５ コスモルミナス 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 ４４４－ ８１：２４．０１� ２５．８�
２４ アクアライン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４５０＋１２１：２４．１� ３．３�
４７ キングズクエスト �３栗 ５６ 田辺 裕信岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４３４－２０ 〃 ハナ １２９．１�
８１６ サファリトウショウ 牝３青鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４１２ ―１：２４．３１ １３１．１�
５９ 	 スピリテッドエアー 牝３青 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛

Breeding Capital
PLC & Swetten-
ham Stud

４９０＋ ２ 〃 クビ ７．１	
２３ 	 コスモヒール 牡３芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豪 Makybe Rac-
ing & Breeding ４９０ ―１：２４．４
 ３７．５


７１５ コスモイズモ 牝３鹿 ５４ 北村 友一 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 日高 浦新 徳司 ４８４＋ ４ 〃 クビ ３６．２�
５１０ レディインラヴ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４３２＋ ４１：２４．６１� １４．９�
７１４ オークブラフ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド B４３８－ ２１：２４．９１� １６４．４
４８ ウェルテクス 牡３黒鹿５６ 石橋 脩岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ２４．２�
１１ エースドライバー �３鹿 ５６ 江田 照男 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２１：２５．１１ １７．３�
１２ モ ヒ ー ト 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 和美氏 新開 幸一 洞爺湖 メジロ牧場 ４３０＋１２１：２５．２
 １１８．４�
８１８ ピースオブアイ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４８０＋１６１：２５．５２ ９．６�
６１２ ケイアイスピリット 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７０＋１４１：２５．６
 ３．７�
６１１ サニーエスペランサ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一宮� 守保氏 田中 剛 浦河 丸村村下
ファーム ４３６＋ ８ 〃 クビ ３６５．７�

８１７ スカイジュエル 牝３青 ５４ 柴田 善臣村木 篤氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４９４＋１８１：２５．７
 １３４．２�
３６ ビッグフット 牡３鹿 ５６ 北村 宏司関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 ４８０－ ２１：２５．８� ５０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，７１５，６００円 複勝： ４１，９８１，７００円 枠連： １６，１７９，３００円

馬連： ５４，２１４，６００円 馬単： ３２，７５７，１００円 ワイド： ２６，１６２，０００円

３連複： ７３，５１１，８００円 ３連単： １０６，８５６，８００円 計： ３７３，３７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２４０円 � ４７０円 � １５０円 枠 連（３－７） ５，１１０円

馬 連 �� １０，５００円 馬 単 �� ２３，２９０円

ワ イ ド �� ２，５９０円 �� ５３０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ８，１８０円 ３ 連 単 ��� ８０，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２１７１５６ 的中 � ２０３８３（４番人気）
複勝票数 計 ４１９８１７ 的中 � ４４５７４（４番人気）� １８０６３（７番人気）� ９７６６５（１番人気）
枠連票数 計 １６１７９３ 的中 （３－７） ２３４１（２０番人気）
馬連票数 計 ５４２１４６ 的中 �� ３８１３（３４番人気）
馬単票数 計 ３２７５７１ 的中 �� １０３８（６９番人気）
ワイド票数 計 ２６１６２０ 的中 �� ２３４９（３０番人気）�� １３０９３（３番人気）�� ６０８６（１０番人気）
３連複票数 計 ７３５１１８ 的中 ��� ６６３９（２６番人気）
３連単票数 計１０６８５６８ 的中 ��� ９７８（２５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．４―３５．４―４８．３―１：００．３―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェリーヒロイン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２０ 東京３着

２００９．２．７生 牝３栗 母 エイプリルヒロイン 母母 クイーンソネット ５戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時４５分に変更。
〔制裁〕 コスモヒール号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１７番への進路影響）

第３回 東京競馬 第３日



１４０２７ ６月９日 雨 稍重 （２４東京３）第３日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５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 フランスギャル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４６６＋ ２１：２５．８ １１．９�

６１２ カネトシミント 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B５０４＋ ２１：２６．０１ ２．４�
７１４ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５１８－ ２１：２６．３１� ８．６�
３６ シークレットアーム 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ５１２－ ６ 〃 クビ ６６．９�
１２ マイネベルヴィ 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �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 ４５６± ０１：２６．７２� １６．９�
３５ エリモブリーズ 牡３黒鹿５６ 北村 友一山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４３６－１０ 〃 クビ １３８．４	
６１１ エーシンスノーマン 牡３芦 ５６ 内田 博幸�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４８４－１２１：２６．８クビ ５．３

４７ ストロングティラノ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ５．１�
８１６ 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 ４９２－ ６１：２７．０１� ２１．５�
１１ ショウナンサッチモ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人国本 哲秀氏 田島 俊明 日高 森永牧場 ４８６＋ ６１：２７．１クビ ２１．１
４８ ハッピーウェーブ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義道永 幸治氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ ４２．３�
８１５ ユキノベアハート 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行北所 直人氏 新開 幸一 浦河 昭和牧場 ４６６＋ ６１：２７．４１� １５７．２�
７１３ エイブルトップガン 牝３栗 ５４ 江田 照男中澤 隆氏 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４５２－ ２１：２７．５� ４９．９�
５１０ ドリームパイソン 牡３栗 ５６ 田中 博康セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 協栄組合 ４７０－ ８１：２８．０３ ６５．２�
２３ ト ッ ト ー ト 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４４４＋１２１：２８．２１� １３８．２�
５９ グレイスフラワー 牝３青鹿５４ 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６０ ―１：２９．０５ １３５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７６，９００円 複勝： ４０，２２８，７００円 枠連： １７，０１３，２００円

馬連： ５１，６１３，１００円 馬単： ３２，５９２，２００円 ワイド： ２４，２４４，８００円

３連複： ６６，３７２，２００円 ３連単： １０９，４４２，０００円 計： ３６１，７８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３３０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（２－６） １，０９０円

馬 連 �� １，６３０円 馬 単 �� ４，３８０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ８５０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ３，０１０円 ３ 連 単 ��� ２４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２０２７６９ 的中 � １３５２７（５番人気）
複勝票数 計 ４０２２８７ 的中 � ２３９３９（５番人気）� １２０７５５（１番人気）� ３６８５０（４番人気）
枠連票数 計 １７０１３２ 的中 （２－６） １１５７４（５番人気）
馬連票数 計 ５１６１３１ 的中 �� ２３５０１（５番人気）
馬単票数 計 ３２５９２２ 的中 �� ５４９４（１４番人気）
ワイド票数 計 ２４２４４８ 的中 �� ８７９７（６番人気）�� ６８４７（９番人気）�� １２９４９（３番人気）
３連複票数 計 ６６３７２２ 的中 ��� １６３１０（７番人気）
３連単票数 計１０９４４２０ 的中 ��� ３２６１（６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．５―３６．５―４９．０―１：０１．４―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フランスギャル �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１１．６．１８ 中山１２着

２００９．５．２５生 牝３黒鹿 母 クールドフランス 母母 Irish Order １０戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時１５分に変更。
〔制裁〕 カネトシミント号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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。
（非当選馬） １頭 メイショウタイマツ号
（非抽選馬） １頭 ケーニギンキルシェ号

１４０２８ ６月９日 雨 稍重 （２４東京３）第３日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５分 （芝・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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１４ キョウエイマイン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４１６＋ ４１：５２．３ ５９．５�

６１１ チャペルプリンセス 牝３栗 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２－ ２ 〃 クビ ６．９�

７１３ ストラスペイ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６４＋１２１：５２．４� ４．１�
４７ リングネブラ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：５２．５� ２．６�
３６ シェーンレーヴェ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 ４８２ ―１：５２．８１� １１．０�
５９ マイネカメリア 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４０８＋ ８１：５２．９� １０．６	
２４ ヤマニンオルタシア 牝３栗 ５４ 柴田 大知土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５０４＋ ４１：５３．０クビ ９．３

８１６ カーテンレイザー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社

大原ファーム ４５８＋ ６１：５３．２１� １９．４�
５１０ メ イ ユ ー ル 牝３芦 ５４

５１ ▲西村 太一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：５３．５１� ３１８．７�
７１５ スイートガガ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海有限会社シルク吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ６１：５３．９２� ４９．０
２３ ピュアダイヤモンド 牝３青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５８＋ ２１：５４．０クビ ３２．９�
３５ エクストール 牝３鹿 ５４ 江田 照男�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 ４６４－ ８ 〃 アタマ １７４．６�
１２ ベ ラ ル ー ナ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 ４２４ ― 〃 ハナ ２６．７�
６１２ マイネペンタグラム 牝３栗 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ６１：５４．７４ １７７．１�
８１８ ゴートゥザスタート 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次�上水牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５２＋ ４１：５４．８� ３７５．２�
１１ ウォーショースキー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治福田 光博氏 根本 康広 浦河 オンワード牧場 ４５４＋１１ 〃 ハナ ４７２．３�
４８ アイティローズ 牝３黒鹿５４ 北村 友一一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６４＋１０ 〃 クビ ８４．８�
８１７ カ ー ラ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新冠 大栄牧場 ４３４ ―１：５５．５４ １４５．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，９９６，２００円 複勝： ３８，７８６，１００円 枠連： １６，５７７，２００円

馬連： ５１，６３６，７００円 馬単： ３２，４２５，７００円 ワイド： ２３，６９１，２００円

３連複： ６３，６５５，３００円 ３連単： １０２，３４８，３００円 計： ３５１，１１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，９５０円 複 勝 � ９９０円 � ２４０円 � １９０円 枠 連（６－７） １，４１０円

馬 連 �� １６，１００円 馬 単 �� ３７，６３０円

ワ イ ド �� ３，３６０円 �� ２，３９０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １７，６１０円 ３ 連 単 ��� １０４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２１９９６２ 的中 � ２９１８（１１番人気）
複勝票数 計 ３８７８６１ 的中 � ７９３７（１１番人気）� ４４２８２（３番人気）� ６７０２３（２番人気）
枠連票数 計 １６５７７２ 的中 （６－７） ８７２０（６番人気）
馬連票数 計 ５１６３６７ 的中 �� ２３６８（３８番人気）
馬単票数 計 ３２４２５７ 的中 �� ６３６（７９番人気）
ワイド票数 計 ２３６９１２ 的中 �� １６５６（３６番人気）�� ２３５４（２５番人気）�� １１９３３（５番人気）
３連複票数 計 ６３６５５３ 的中 ��� ２６６９（５３番人気）
３連単票数 計１０２３４８３ 的中 ��� ７２１（２９１番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１３．１―１３．０―１３．１―１３．０―１１．７―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．２―３８．３―５１．３―１：０４．４―１：１７．４―１：２９．１―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３４．９

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

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

キョウエイマイン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２０１１．８．２０ 新潟１５着

２００９．２．１７生 牝３鹿 母 イナズマローレル 母母 スエヒロジョウオー １０戦１勝 賞金 ８，０５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４０分に変更。
※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。
（非抽選馬） ３頭 アルコロッサ号・クラールハイト号・ノボモモチャン号



１４０２９ ６月９日 雨 稍重 （２４東京３）第３日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時２５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

４５ フラムドグロワール 牡２栗 ５４ 横山 典弘有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：２８．１ １．６�

１１ ナ カ ナ カ �２鹿 ５４ 田辺 裕信中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム ４３４ ―１：２８．２� ２０．９�
４６ グラスソニック 牡２栗 ５４ 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４５２ ―１：２８．５２ ９．８�
６１０ アイサレジョウズ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ３９４ ―１：２８．６クビ １０８．７�
８１４ グレイスヒーロー 牡２栗 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：２８．８１� １８．４�
８１３ モグモグパクパク 牡２栗 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 ４３８ ―１：２８．９� １７．６�
２２ トルークマクト 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４２０ ―１：２９．０	 ２２．６	
７１２ ウインコサージュ 牝２芦 ５４ 松岡 正海
ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 ４５２ ― 〃 アタマ ８．０�
７１１ アンスーリール 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４２４ ―１：２９．１	 ８．３�
３４ コスモケリア 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 ４４４ ―１：２９．５２� ５３．８
３３ タカネナデシコ 牝２芦 ５４ 石橋 脩畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ ４５２ ―１：２９．９２� ７９．４�
６９ カラダサンキュー 牡２鹿 ５４ 北村 宏司子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４２８ ―１：３０．１１� ８１．７�
５７ メルクマール 牡２鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 バンダム牧場 ４６８ ―１：３０．８４ １５１．８�
５８ シスターエアー 牝２栗 ５４ 田中 博康 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４７８ ―１：３５．０大差 ２１６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，７６５，２００円 複勝： ３６，９９８，５００円 枠連： １７，８９４，２００円

馬連： ４４，６８４，５００円 馬単： ３８，１０４，４００円 ワイド： ２１，０８３，９００円

３連複： ５５，７０３，８００円 ３連単： １０８，８１３，４００円 計： ３５０，０４７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １７０円 枠 連（１－４） １，１９０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ２５０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� ９，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２６７６５２ 的中 � １３７６５３（１番人気）
複勝票数 計 ３６９９８５ 的中 � １６３６０２（１番人気）� １７３９６（６番人気）� ４３６３９（２番人気）
枠連票数 計 １７８９４２ 的中 （１－４） １１１６６（４番人気）
馬連票数 計 ４４６８４５ 的中 �� ２４５８１（６番人気）
馬単票数 計 ３８１０４４ 的中 �� １６４９６（６番人気）
ワイド票数 計 ２１０８３９ 的中 �� １０１６４（５番人気）�� ２４８９８（１番人気）�� ３３９４（１５番人気）
３連複票数 計 ５５７０３８ 的中 ��� １７７５２（５番人気）
３連単票数 計１０８８１３４ 的中 ��� ８５１６（２２番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．７―１３．６―１３．９―１２．３―１１．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２５．７―３９．３―５３．２―１：０５．５―１：１６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３４．９
３ １，２，５（４，６）１０（７，９）１２（１１，１４）（３，１３）－８ ４ ・（１，２）５，４，６（７，９，１０）１２（１１，１４）（３，１３）－８

勝馬の
紹 介

フラムドグロワール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２０１０．３．３１生 牡２栗 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シスターエアー号は，平成２４年７月９日まで平地競走に出走できない。

１４０３０ ６月９日 雨 稍重 （２４東京３）第３日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時５５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

１：３１．３
１：３１．３

良

良

６１２ ヌーアムート �３黒鹿５６ 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９６ ―１：３８．７ ４．７�

１２ シルキーマーチ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣有限会社シルク星野 忍 新冠 須崎牧場 ４３８＋ ２１：３８．９１� ６．８�
３５ メイクイーン 牝３鹿 ５４ 江田 照男伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４５８－１０ 〃 クビ ４４．２�
８１８ ヒラボクボス 牡３青鹿５６ 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 浦河 大北牧場 ４９０－ ４１：３９．１１� １５．３�
８１６ フ ァ ー ゴ 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４１４± ０ 〃 クビ ８．３�
４８ ソ ン サ ン 牡３芦 ５６ 田辺 裕信山口功一郎氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：３９．２クビ ２２．７	
２４ トーセンネフティス 牝３鹿 ５４ 田中 博康島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４４＋ ２１：３９．４１� １１．０�
１１ ロ ジ テ ー ル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４ 〃 ハナ ２．５�
７１３ カシノアゲート 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 ４６２－ ４１：３９．５クビ ２５．２
８１７ テナシティー �３黒鹿５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４５２－２０１：３９．８１� ９５．１�
７１４ タ ワ ワ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ５０２－ ２１：４０．３３ １５．４�
２３ サ ホ ツ バ キ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 競優牧場 ４０６＋ ２ 〃 クビ ４００．０�
５９ スターインザライト 牝３栗 ５４ 柴田 大知星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４０４－ ２１：４０．８３ ２１０．８�
６１１ プリモアモーレ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治飯田 政子氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 ４３０＋ ６ 〃 ハナ ２００．７�
３６ グラスメリット 牝３栃栗 ５４

５１ ▲西村 太一半沢� 柄崎 孝 日高 ヤナガワ牧場 ５０６－ ６１：４１．７５ １７０．７�
４７ ローエンブリエ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘林 正道氏 的場 均 新ひだか 徳本 幸雄 ５３２ ― 〃 アタマ ９２．５�
７１５ ヤマニンラピエール 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 ４３８－ ４１：４１．９１ ２８７．２�
５１０ レッドマリー 牝３栗 ５４ 松岡 正海元岡 治貴氏 小島 茂之 新ひだか 上村 清志 ４６０± ０１：４３．４９ ７２．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，８２４，２００円 複勝： ３５，６２９，２００円 枠連： ２０，６６０，０００円

馬連： ５２，９８８，１００円 馬単： ３４，３５０，３００円 ワイド： ２３，１１６，６００円

３連複： ６５，０６６，４００円 ３連単： １１３，３１８，５００円 計： ３６６，９５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２４０円 � ２５０円 � １，０５０円 枠 連（１－６） ５６０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ２，６９０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ６，０３０円 �� ４，１４０円

３ 連 複 ��� ２４，３９０円 ３ 連 単 ��� ９９，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２１８２４２ 的中 � ３６６７８（２番人気）
複勝票数 計 ３５６２９２ 的中 � ４４７８２（３番人気）� ４１６３６（４番人気）� ７２９３（１０番人気）
枠連票数 計 ２０６６００ 的中 （１－６） ２７４４４（２番人気）
馬連票数 計 ５２９８８１ 的中 �� ２１９９０（６番人気）
馬単票数 計 ３４３５０３ 的中 �� ９４４５（８番人気）
ワイド票数 計 ２３１１６６ 的中 �� ７７７６（６番人気）�� ９１４（４４番人気）�� １３４１（３９番人気）
３連複票数 計 ６５０６６４ 的中 ��� １９６９（７３番人気）
３連単票数 計１１３３１８５ 的中 ��� ８４２（３０９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．４―１２．６―１３．１―１２．５―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３６．５―４９．１―１：０２．２―１：１４．７―１：２６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３６．５
３ ・（１４，１０，１５）（２，１７）（９，１６，１８）（１，４，１３，１２）（３，８）－（５，６）１１－７ ４ １４（１０，１５，１７）２（９，１６，１８）（１，４，１３，１２）（３，８，５）－１１－６－７

勝馬の
紹 介

ヌーアムート �
�
父 Manduro �

�
母父 Alzao 初出走

２００９．３．１生 �３黒鹿 母 ミスアナレオ 母母 Monkey Business １戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドマリー号は，平成２４年８月９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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 コンドッティエーレ号・サイトカイン号・チャンピオンバージ号・テイエムアカキリ号・マグメル号



１４０３１ ６月９日 雨 重 （２４東京３）第３日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２５分 （ダート・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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１０ ラフアウェイ 牝４青 ５５ 安藤 勝己�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５５４＋ ４１：３６．７ ６．８�

６１１ サクラトップクイン 牝４鹿 ５５ 横山 典弘櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３４± ０ 〃 クビ １．９�
８１４ プントバンコ 牝４青鹿５５ 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４５６＋ ４１：３６．９１� １１．５�
５９ トレジャーチェスト 牝５芦 ５５ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５０２－ ２１：３７．３２� ２４．２�
２３ オメガフレグランス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義原 �子氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：３７．４� ５．６�
５８ � 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 ４８０＋ ６１：３７．６１� ８４．９�
３４ リアライズキボンヌ 牝３鹿 ５２ 内田 博幸工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４０＋ ６１：３７．７クビ ７．３	
７１３ コウヨウメビウス 牝４鹿 ５５

５２ ▲原田 和真寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４７４＋ ４１：３７．９１� ３１７．８

３５ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５２ 吉田 豊中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４８６－ ６１：３８．０クビ ３３．５�
８１５� ルーナピエーナ 牝４栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人�樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 ４４０－ ４ 〃 ハナ ５３９．８�
７１２ ト ル サ ー ド 牝３栗 ５２ 武士沢友治有限会社シルク武市 康男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ ７０．５
４６ � マリーズタイム 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 土田農場 ４２８－１０１：３８．１クビ ５１７．０�
４７ ク ナ ン ガ ン 牝５黒鹿５５ 鈴来 直人坂田 行夫氏 小野 次郎 日高 いとう牧場 ４８４－ ２１：３８．３１� ２４．８�
１１ � ア マ レ ッ ト 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４３２－ ６１：３８．４クビ ２３４．１�
２２ ウエスタンルーチェ 牝３黒鹿５２ 田中 勝春西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム ４２８＋ ２１：３８．８２� ７２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，９４８，５００円 複勝： ４４，７５６，７００円 枠連： １８，７９９，１００円

馬連： ６５，２５７，１００円 馬単： ４４，０４０，９００円 ワイド： ２７，０８８，８００円

３連複： ７５，４７６，１００円 ３連単： １４７，４２５，４００円 計： ４５０，７９２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（６－６） ６６０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ７４０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 ��� ９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２７９４８５ 的中 � ３２７３６（３番人気）
複勝票数 計 ４４７５６７ 的中 � ４２７８２（４番人気）� １４５４１４（１番人気）� ３６０３２（５番人気）
枠連票数 計 １８７９９１ 的中 （６－６） ２１０３３（３番人気）
馬連票数 計 ６５２５７１ 的中 �� ７８５６１（２番人気）
馬単票数 計 ４４０４０９ 的中 �� ２１６０８（６番人気）
ワイド票数 計 ２７０８８８ 的中 �� ２１７７９（２番人気）�� ８５０１（１２番人気）�� １２７３３（５番人気）
３連複票数 計 ７５４７６１ 的中 ��� ３００５０（５番人気）
３連単票数 計１４７４２５４ 的中 ��� １０９３３（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．１―４８．０―１：００．４―１：１２．４―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフアウェイ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 King of Kings デビュー ２０１１．２．１２ 京都６着

２００８．４．２６生 牝４青 母 シェリーズスマイル 母母 Thunder Maid １３戦３勝 賞金 ２８，６６０，０００円
〔制裁〕 トルサード号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたことにつ

いて戒告。（５番への進路影響）

１４０３２ ６月９日 雨 重 （２４東京３）第３日 第８競走 ��３，１１０�第１４回東京ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走１４時００分 （ 芝 ）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 ２８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ７，０００，０００円 ４，２００，０００円 ２，８００，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００円 � 基準タイム３：３２．４稍重

５７ デンコウオクトパス 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４５０－１２３：３０．８レコード ２．０�

８１３ ビービースカット 牡５青鹿６０ 柴田 大知�坂東牧場 田中 剛 日高 森本牧場 ５１６± ０３：３１．２２� ３９．９�
３３ トウシンボルト 牡５黒鹿６０ 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９０± ０３：３１．８３� １７．２�
７１１ ルールプロスパー 牡７青鹿６０ 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７０－ ２３：３２．３３ ３．２�
８１４ イージーウイン 牡５鹿 ６０ 浜野谷憲尚田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 B４５２± ０３：３２．５１� ２９１．３�
７１２ セ イ エ イ 牡４栗 ６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５２６－ ２ 〃 ハナ １２１．１	
３４ プライドイズハート 牡８鹿 ６０ 山本 康志三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 B５１４＋ ２３：３２．６� １４．８

５８ アラタマポケット 牡６鹿 ６０ 難波 剛健荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７８＋ ４３：３２．９２ １１４．５�
２２ トーセンオーパス �６鹿 ６０ 横山 義行島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５０－ ２３：３３．０クビ ８．５
６１０ バ イ ヨ ン 牡７栗 ６０ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４４６± ０３：３３．１� ２６．９�
４５ クリスマドンナ 牝５黒鹿５８ 金子 光希�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 ４８０－ ６３：３３．８４ ６０．７�
１１ ジャストルーラー 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２３：３５．１８ １３．９�
４６ ハ ク サ ン 牡６黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４８＋ ４３：３５．３１� ４２．３�
６９ ボストンプラチナ 牡５青鹿６０ 草野 太郎ボストンホース� 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４３０－１４３：４２．８大差 １１６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，０８１，３００円 複勝： ３６，７７０，９００円 枠連： ２２，３７２，９００円

馬連： ８０，７９４，７００円 馬単： ５４，３１４，６００円 ワイド： ３４，５４９，１００円

３連複： １１６，７７８，７００円 ３連単： ２１２，８９９，７００円 計： ５８８，５６１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １５０円 � ６９０円 � ３２０円 枠 連（５－８） ４，１１０円

馬 連 �� ５，０６０円 馬 単 �� ６，９８０円

ワ イ ド �� １，７００円 �� ７３０円 �� ２，８８０円

３ 連 複 ��� １４，８７０円 ３ 連 単 ��� ６７，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３００８１３ 的中 � １１９５１５（１番人気）
複勝票数 計 ３６７７０９ 的中 � ９６３８２（１番人気）� １０５２１（９番人気）� ２６０８３（４番人気）
枠連票数 計 ２２３７２９ 的中 （５－８） ４０２７（１８番人気）
馬連票数 計 ８０７９４７ 的中 �� １１７９４（１８番人気）
馬単票数 計 ５４３１４６ 的中 �� ５７４５（２４番人気）
ワイド票数 計 ３４５４９１ 的中 �� ４９４３（１９番人気）�� １２２１２（７番人気）�� ２８５５（３１番人気）
３連複票数 計１１６７７８７ 的中 ��� ５７９６（５０番人気）
３連単票数 計２１２８９９７ 的中 ��� ２３３９（１８８番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５２．８－３F ３９．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→→�」
１
�

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

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

勝馬の
紹 介

デンコウオクトパス �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２００９．８．１ 小倉９着

２００７．４．１２生 牡５鹿 母 シルキーマニッシュ 母母 スポーデズブルー 障害：４戦３勝 賞金 ４７，５１１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔発走状況〕 プライドイズハート号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 プライドイズハート号は，発走調教再審査。



１４０３３ ６月９日 雨 重 （２４東京３）第３日 第９競走 ��
��２，０００�

い な む ら が さ き

稲 村 ヶ 崎 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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

７１２ サフランディライト 牡４鹿 ５７ 内田 博幸海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８６± ０２：０５．２ １．９�

６９ トウショウバラード 牡３青鹿５４ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８± ０２：０５．７３ ８．０�
６１０ トーセンパーシモン 牡５鹿 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５４２－ ４２：０６．１２� ６７．３�
１１ アサクサポイント 牡４青鹿５７ 石橋 脩田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７０－ ２２：０６．５２� １６．２�
５７ ハシルヨミテテ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ５２８＋ ６ 〃 ハナ ５０．１�
７１１ トミケンオウドウ 牡３鹿 ５４ 武士沢友治冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４８０＋１０ 〃 ハナ ６２．１	
３３ アンレヴマン 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣 
社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１２－ ４２：０６．８１� ９．３�
４６ ストーンヘンジ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 
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 ５０４－ ８２：０７．２２� １２．７�
８１４ バンスタンウォルツ 	４鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２２：０７．４１� ６．２
３４ ハギノバロンドール 牡６栗 ５７ 田辺 裕信日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１２＋２０２：０７．７１� ２８．２�
５８ レ ジ ア ー ネ 	４鹿 ５７ 蛯名 正義広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 ４６６－ ８ 〃 クビ １０．１�
８１３ フーガフューグ 牝５黒鹿５５ 杉原 誠人千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６４－ ４２：０８．６５ ４４０．１�
４５ 
 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 ４５４＋ ２２：０８．８１ ２６３．８�
２２ ドラゴンウィンズ 	４芦 ５７ 田中 勝春窪田 康志氏 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４７８＋２８２：０９．２２� １２１．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３６，２４４，０００円 複勝： ５９，２３７，８００円 枠連： ２３，１４２，０００円

馬連： １０１，８８５，５００円 馬単： ６１，２３１，７００円 ワイド： ３７，８３２，７００円

３連複： １１２，８０４，２００円 ３連単： ２２１，１５１，７００円 計： ６５３，５２９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � ８５０円 枠 連（６－７） ９００円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １，７６０円 �� ３，９１０円

３ 連 複 ��� １４，６７０円 ３ 連 単 ��� ４５，３９０円

票 数

単勝票数 計 ３６２４４０ 的中 � １５１５８２（１番人気）
複勝票数 計 ５９２３７８ 的中 � ２０６４６０（１番人気）� ７１３４１（３番人気）� １０９８３（１０番人気）
枠連票数 計 ２３１４２０ 的中 （６－７） １９１２６（４番人気）
馬連票数 計１０１８８５５ 的中 �� ７８９４６（２番人気）
馬単票数 計 ６１２３１７ 的中 �� ３１３６７（４番人気）
ワイド票数 計 ３７８３２７ 的中 �� ２３８９４（２番人気）�� ５０８８（２３番人気）�� ２２２６（３９番人気）
３連複票数 計１１２８０４２ 的中 ��� ５６７７（４８番人気）
３連単票数 計２２１１５１７ 的中 ��� ３５９６（１３９番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．８―１２．５―１２．７―１２．７―１２．９―１２．６―１１．５―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２６．０―３８．５―５１．２―１：０３．９―１：１６．８―１：２９．４―１：４０．９―１：５２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．８

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

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

サフランディライト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２０１０．１０．１７ 京都６着

２００８．２．６生 牡４鹿 母 ヨドノサフラン 母母 イングリッシュホーマー １５戦３勝 賞金 ３０，５７６，０００円

１４０３４ ６月９日 雨 重 （２４東京３）第３日 第１０競走 ��
��１，６００�

え しま

江 の 島 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．３
１：３１．３

良

良

２２ ル ル ー シ ュ 牡４黒鹿５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６１：３７．８ １．８�

１１ アルキメデス 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７０＋ ２１：３８．０１� ５．３�

６６ アドマイヤセプター 牝４栗 ５５ 蛯名 正義近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４１：３８．８５ ６．６�
５５ � メ ー ヴ ェ 牝４黒鹿５５ 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４５６－ ２ 〃 ハナ １１．８�
３３ ゴーハンティング 牡４黒鹿５７ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム ５０４± ０１：３９．１２ １４．７�
４４ エバーシャイニング 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１０－ ２ 〃 クビ ７３．１�
８８ カグニザント 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４７０＋ ２１：３９．３１ ９．３	
８９ オペラダンシング 牡３黒鹿５４ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ ２８．２

７７ ダイワフェリス 牝３栗 ５２ 北村 友一大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ５１２－ ２１：４０．１５ ２７．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： ５７，７２８，８００円 複勝： ９２，６８０，０００円 枠連： ２０，９２１，２００円

馬連： １１５，３６１，９００円 馬単： ８０，３５７，９００円 ワイド： ４４，２２７，４００円

３連複： １２６，０５３，７００円 ３連単： ３２０，６６８，６００円 計： ８５７，９９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（１－２） ４２０円

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２６０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 ��� ２，７３０円

票 数

単勝票数 計 ５７７２８８ 的中 � ２６２１８４（１番人気）
複勝票数 計 ９２６８００ 的中 � ３９８６６４（１番人気）� １３４２１３（２番人気）� ９５７７４（３番人気）
枠連票数 計 ２０９２１２ 的中 （１－２） ３６８６４（１番人気）
馬連票数 計１１５３６１９ 的中 �� １９２４３１（１番人気）
馬単票数 計 ８０３５７９ 的中 �� ９５５９２（１番人気）
ワイド票数 計 ４４２２７４ 的中 �� ７１１９４（１番人気）�� ４２５８５（２番人気）�� １６４３２（６番人気）
３連複票数 計１２６０５３７ 的中 ��� １０９７７７（１番人気）
３連単票数 計３２０６６８６ 的中 ��� ８６７５５（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．１―１２．７―１３．１―１１．８―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．４―３６．５―４９．２―１：０２．３―１：１４．１―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ル ー シ ュ �

父 ゼンノロブロイ �


母父 Highest Honor デビュー ２０１０．９．５ 札幌１着

２００８．３．１９生 牡４黒鹿 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia ７戦４勝 賞金 ５６，５７０，０００円



１４０３５ ６月９日 雨 重 （２４東京３）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�アハルテケステークス

発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，２３．６．１１以降２４．６．３まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１４ バーディバーディ 牡５黒鹿５８ 北村 宏司里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B４９８－ ４１：３４．４レコード ７．８�

７１３ ナムラタイタン 牡６栗 ５８．５ 太宰 啓介奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５１６＋ ２１：３４．６１� ２．２�
１２ アドマイヤロイヤル 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２８＋ ６１：３４．８１� ４．５�
２３ ガンマーバースト 牡５鹿 ５５ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４９８－ ２１：３５．１１� ３８．５�
４７ スタッドジェルラン 牡６栗 ５６ 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４９８＋ ４１：３５．４１� ６．３�
５１０ タマモクリエイト 牡７鹿 ５４ 江田 照男タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１２－ ４１：３５．６１� ９８．３�
３５ トシギャングスター 牡５芦 ５５ 吉田 豊田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０１：３５．９２ ２３．４	
１１ ゴールドバシリスク 牡５鹿 ５４ 内田 博幸居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４９８＋ ２１：３６．１１� １０．１

６１１ フ リ ソ 牡６鹿 ５６ 松岡 正海藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ ７５．１�
６１２ ス エ ズ 	７鹿 ５４ 石橋 脩吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１０－ ４１：３６．２� ４４．８�
３６ シャイニングアワー 牡７栗 ５２ 柴田 大知 ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４８８－１０１：３６．４１� １９３．０�
２４ ボクノタイヨウ 牡７黒鹿５２ 田中 勝春平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８８＋ ４１：３６．６１� １１１．３�
５９ アドマイヤスワット 牡７栗 ５５ 柴田 善臣近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５２６± ０１：３６．８１� ２５．４�
８１６ ブ ル ロ ッ ク 牡５鹿 ５３ 中舘 英二小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４８４＋ ６１：３７．１１� １６８．３�
４８ メイショウエンジン 牡８栗 ５３ 武士沢友治松本 好雄氏 増本 豊 浦河 三嶋牧場 ５０２＋２２１：３７．５２� ２５７．２�
８１５
 モエレビクトリー 牡６黒鹿５５ 杉原 誠人西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 中村 和夫 ５１４＋ ６１：３８．７７ ８５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７５，５０６，７００円 複勝： １２７，７１６，４００円 枠連： ７２，９２０，５００円

馬連： ３１２，１０４，２００円 馬単： １７６，２０９，８００円 ワイド： １０７，０９１，５００円

３連複： ４０３，０４６，３００円 ３連単： ８１６，３４４，０００円 計： ２，０９０，９３９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � １４０円 枠 連（７－７） ９６０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ６１０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� １０，８４０円

票 数

単勝票数 計 ７５５０６７ 的中 � ７７１４２（４番人気）
複勝票数 計１２７７１６４ 的中 � １３１７００（４番人気）� ３２８５３９（１番人気）� ２５６６８６（２番人気）
枠連票数 計 ７２９２０５ 的中 （７－７） ５６１６５（４番人気）
馬連票数 計３１２１０４２ 的中 �� ２６６９７９（３番人気）
馬単票数 計１７６２０９８ 的中 �� ６３１６４（８番人気）
ワイド票数 計１０７０９１５ 的中 �� ５９１７１（４番人気）�� ３８９８７（７番人気）�� １３０１１１（１番人気）
３連複票数 計４０３０４６３ 的中 ��� ２１００８６（２番人気）
３連単票数 計８１６３４４０ 的中 ��� ５５５９４（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３４．６―４６．４―５８．６―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４F４８．０―３F３５．８
３ ・（１４，１３，１５）１６（３，６，１２）７，９，２，１１，５（４，８）－１０－１ ４ １４，１３（３，１５）（７，１６，１２）（６，９）２（５，１１）４（１０，８）－１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バーディバーディ �
�
父 ブライアンズタイム �

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

２００７．２．２０生 牡５黒鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place ２２戦５勝 賞金 １７２，４９５，０００円
［他本会外：５戦１勝］

※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 ナニハトモアレ号

１４０３６ ６月９日 雨 不良 （２４東京３）第３日 第１２競走 ��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

８１５ オリオンザアルファ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４７４＋ ４２：１１．１ ５０．７�

２４ � チャンピオンブルー 牡４青鹿５７ 横山 典弘 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上 悦夫 ４８０＋ ８２：１１．２� ４．４�
３６ ルシャンベルタン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４８２＋ ４ 〃 ハナ ６．１�
５９ アールシネマスタア 牡４栗 ５７ 蛯名 正義星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８４± ０２：１１．５１� ５．２�
１２ ローレルキングダム 牡４栗 ５７ 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ５．２�
２３ アカシローレル 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４５２＋ ４２：１１．７１� ２１６．９�
４８ リキサンヒーロー 牡５栗 ５７ 江田 照男 	ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４７６± ０２：１２．１２� ２８．２

８１６ シルクエルドール 牡３栗 ５４ 内田 博幸有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ２ 〃 ハナ １０．９�
３５ マイネルハーシェル 牡３栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 コスモヴューファーム B４７２＋ ２ 〃 アタマ ２１８．１�
７１４ パ ン ジ ャ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５０２－１０２：１２．５２� ７．３
６１１ バーチャルトラック 牡４鹿 ５７ 北村 友一岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 ４５２＋ ２２：１２．６� １５５．８�
５１０ トーセンアスカ 牡３栗 ５４

５１ ▲西村 太一島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ６２：１３．２３� １４３．５�
１１ オパールパワー 牡３芦 ５４ 石橋 脩居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ５４６＋ ６２：１３．５１� １２．４�
４７ マイネルティンラン 牡４栗 ５７ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋１０２：１４．０３ １８５．８�
６１２ メイショウサリマン 牡４栗 ５７ 中舘 英二松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４８２＋１２２：１４．２１� １７．３�
７１３ タイソンバローズ 牡４栗 ５７ 吉田 豊猪熊 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 B４６８＋ ２２：１４．７３ ３１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，８１７，８００円 複勝： ８４，５４０，４００円 枠連： ４２，１８７，２００円

馬連： １５３，７６５，８００円 馬単： ８１，４９１，８００円 ワイド： ５９，８７３，２００円

３連複： １９５，６１３，６００円 ３連単： ３５３，９７０，４００円 計： １，０１９，２６０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，０７０円 複 勝 � ９４０円 � ２００円 � ２３０円 枠 連（２－８） ２，３３０円

馬 連 �� ８，９８０円 馬 単 �� ２６，２７０円

ワ イ ド �� ２，３４０円 �� ３，２４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １５，８８０円 ３ 連 単 ��� １９５，２４０円

票 数

単勝票数 計 ４７８１７８ 的中 � ７４３８（１１番人気）
複勝票数 計 ８４５４０４ 的中 � １８３８０（１１番人気）� １３４６１６（２番人気）� １０７０６４（３番人気）
枠連票数 計 ４２１８７２ 的中 （２－８） １３３９２（１３番人気）
馬連票数 計１５３７６５８ 的中 �� １２６４２（３６番人気）
馬単票数 計 ８１４９１８ 的中 �� ２２９０（８２番人気）
ワイド票数 計 ５９８７３２ 的中 �� ６１１５（３１番人気）�� ４３７２（４０番人気）�� ２６５２６（４番人気）
３連複票数 計１９５６１３６ 的中 ��� ９０９１（６２番人気）
３連単票数 計３５３９７０４ 的中 ��� １３３８（５７５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．８―３１．５―４４．２―５６．８―１：０９．０―１：２１．３―１：３３．９―１：４６．２―１：５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

オリオンザアルファ �
�
父 アルカセット �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．１１．８ 東京１８着

２００７．５．５生 牡５黒鹿 母 モーストファミリー 母母 モーストフェアー ２３戦３勝 賞金 ２９，４５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ガリンペイロ号・テルバイク号・トウカイノーマル号・フィーユブルー号



（２４東京３）第３日 ６月９日（土曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

２２０，６６０，０００円
６，７００，０００円
２，０７０，０００円
１９，９９０，０００円
６３，４３４，５００円
５，９９２，８００円
１，７５６，８００円

勝馬投票券売得金
４０４，８４９，０００円
６７３，１５４，９００円
３０３，４５３，３００円
１，１２５，６６９，８００円
６９３，１７５，６００円
４４８，６８４，２００円
１，４０３，７８３，８００円
２，６８８，２４８，０００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 ７，７４１，０１８，６００円

総入場人員 ２３，７３１名 （有料入場人員 ２２，１８４名）


