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１４０３７ ６月１０日 晴 重 （２４東京３）第４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 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

１：３４．４
１：３３．３

重

良

５９ サ ワ キ ッ ク 牝３鹿 ５４ 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 ５１６－ ２１：３８．８ ５２．３�

３６ コズミックガール 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４２０＋ ２１：３９．３３ ４８．７�
４８ ツクバクイーン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３６＋ ８１：３９．９３� １３．８�
６１１ コ ー ル ミ ー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新冠 松浦牧場 B４４６－ ２ 〃 ハナ ５２．９�
７１４ ダンスオンザルーフ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５６＋ ６１：４０．０クビ １．６�
７１３ スカルラット 牝３栃栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム ４８０± ０ 〃 クビ １４．９�
８１６ サイレントクロップ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 	グリーンファーム 国枝 栄 千歳 社台ファーム B５１２＋１０１：４０．９５ ４．９

６１２ アデステフィデレス 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：４１．０クビ １６．９�
２３ サ ラ フ ァ ン 牝３栗 ５４ 北村 宏司�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 上山牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ２３．８�
１１ パルピテーション 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次吉田 和美氏 菊沢 隆徳 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５１４－ ６１：４１．４２� １０．１
１２ ケージーアケボノ 牝３栗 ５４

５１ ▲長岡 禎仁川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 ４０４－ ４１：４１．５クビ ３３２．６�
５１０ レイナデアブリル 牝３黒鹿５４ 松岡 正海丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８６－ ８１：４１．６� ５４．８�
２４ クラウンミストラル 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行矢野 悦三氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ４９５．５�
８１５ フクノゴウヒメ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知福島 実氏 嶋田 功 日高 中川牧場 ４３０－ ８１：４２．１３ ３５４．４�
３５ カネトシシュプール 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太兼松 利男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 真歌田中牧場 ４４４－１６１：４２．３１� ２３３．０�
４７ ヒカルツヨコ 牝３鹿 ５４ 石神 深一中脇 満氏 田中 剛 浦河 中脇 満 ４２２－ ２１：４９．４大差 ５３３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３１３，０００円 複勝： ４７，８０１，０００円 枠連： １５，２７７，７００円

馬連： ５０，９６０，６００円 馬単： ４２，８２２，７００円 ワイド： ２４，１０６，８００円

３連複： ７１，６１４，４００円 ３連単： １３７，１８７，７００円 計： ４１１，０８３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，２３０円 複 勝 � １，７２０円 � ８６０円 � ５４０円 枠 連（３－５） １７，３２０円

馬 連 �� ４５，１００円 馬 単 �� ２３０，６８０円

ワ イ ド �� ６，９６０円 �� ５，８６０円 �� ３，１１０円

３ 連 複 ��� １７９，１６０円 ３ 連 単 ��� １，７１６，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２１３１３０ 的中 � ３２１２（９番人気）
複勝票数 計 ４７８０１０ 的中 � ６９７８（１０番人気）� １４６３５（７番人気）� ２４６３９（５番人気）
枠連票数 計 １５２７７７ 的中 （３－５） ６５１（２９番人気）
馬連票数 計 ５０９６０６ 的中 �� ８３４（５１番人気）
馬単票数 計 ４２８２２７ 的中 �� １３７（１２４番人気）
ワイド票数 計 ２４１０６８ 的中 �� ８４８（４８番人気）�� １０１０（４２番人気）�� １９２５（２８番人気）
３連複票数 計 ７１６１４４ 的中 ��� ２９５（１６７番人気）
３連単票数 計１３７１８７７ 的中 ��� ５９（１１０６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．６―１２．４―１２．７―１２．７―１３．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．７―３４．３―４６．７―５９．４―１：１２．１―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．１―３F３９．４
３ １６（１４，１１）８（７，６）（１，３）４（１３，１０）２－５（９，１５）１２ ４ ・（１６，１４，１１）－８，６－（１，３）－（７，４，１０）（２，１３）（５，９）（１２，１５）

勝馬の
紹 介

サ ワ キ ッ ク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Private Terms デビュー ２０１２．１．２２ 中山中止

２００９．２．１生 牝３鹿 母 サ イ ン ヒ ア 母母 Miss Demure ２戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒカルツヨコ号は，平成２４年７月１０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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ヴィルトゥオーサ号・ピンクバード号・ラブシャーク号
（非抽選馬） １頭 スリーオーシャン号

１４０３８ ６月１０日 晴 重 （２４東京３）第４日 第２競走 ��１，３００�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 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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

７１４ ヘアーオブザドッグ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ４９８± ０１：１８．７ ３．３�

６１２ ショウナンワヒネ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊�湘南 伊藤 大士 浦河 桑田牧場 ４８４± ０１：１８．８� ５．９�
８１６ メイショウムロト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４６８－ ４１：１９．０１� ７．５�
３６ プレミアムゴールド 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４７２－ ６１：１９．３２ ４．１�
５１０ ユ キ ム ス メ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 ４１６－ ４１：１９．４クビ ２７．２�
１１ ラ ン ザ ン 牡３栗 ５６ 中谷 雄太中村 政勝氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 ４８２＋ ６ 〃 ハナ １００．７�
６１１ ジ ョ ー イ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８± ０１：１９．６１� １６．９	
２３ ブラックモア 牡３黒鹿５６ 吉田 豊宮崎 金造氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４４６－ ６１：１９．７� ３８．２

４７ ボ ナ ン ザ 牡３芦 ５６ C．ウィリアムズ 平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６４＋ ４１：１９．９� １０．４�

（豪）

４８ ロ ゼ ツ ヨ シ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２６± ０１：２０．０� ３７１．０�
８１５ フロイントシャフト 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 本巣牧場 ４６２－１６１：２０．２１� ６５．７
５９ ローレルエンデバー 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人 �ローレルレーシング 小野 次郎 新冠 村田牧場 ４７６－ ２１：２０．４１ ２９２．５�
２４ セイウングーノネ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 競優牧場 ４７２＋ ６１：２０．７１� ７．６�
７１３ ヴィグラスファイン 牡３栗 ５６ 武士沢友治井山 登氏 矢野 英一 新ひだか ヒサイファーム ４８８＋ ２１：２１．４４ ６９．４�
１２ フ ル オ ー ト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司重松 國建氏 黒岩 陽一 日高 横井 哲 ４９４＋ ６１：２１．９３ ２２９．４�
３５ カシノコスモス 牝３青 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４５８＋ ８１：２２．０� ３０４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０３９，９００円 複勝： ４４，１３８，４００円 枠連： １５，５３４，８００円

馬連： ５６，６６９，０００円 馬単： ３７，７４３，１００円 ワイド： ２４，３０１，７００円

３連複： ７５，２８６，１００円 ３連単： １１４，９６２，６００円 計： ３８９，６７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（６－７） ６１０円

馬 連 �� ９４０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ３８０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� ７，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２１０３９９ 的中 � ５１１４９（１番人気）
複勝票数 計 ４４１３８４ 的中 � ９７１１１（１番人気）� ７０５６２（３番人気）� ４９８９４（４番人気）
枠連票数 計 １５５３４８ 的中 （６－７） １８９１９（１番人気）
馬連票数 計 ５６６６９０ 的中 �� ４４５６１（２番人気）
馬単票数 計 ３７７４３１ 的中 �� １６８２７（２番人気）
ワイド票数 計 ２４３０１７ 的中 �� １６０３９（４番人気）�� １６４４５（３番人気）�� ８１５４（１０番人気）
３連複票数 計 ７５２８６１ 的中 ��� ３０８９６（３番人気）
３連単票数 計１１４９６２６ 的中 ��� １１０１５（９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．１―２９．３―４１．６―５３．８―１：０６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘアーオブザドッグ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．１２．２４ 中山５着

２００９．４．２３生 牡３鹿 母 ヤサカシーズン 母母 ビーマイコンキスタドール ５戦１勝 賞金 ８，０５０，０００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。
（非当選馬） １頭 フリポンヌ号
（非抽選馬） １頭 ウメジマダイオー号
※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。

第３回 東京競馬 第４日



１４０３９ ６月１０日 晴 重 （２４東京３）第４日 第３競走 ��２，１００�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 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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３５ リーゼントブルース 牡３芦 ５６ 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B４７６± ０２：１３．０ １２．２�

５９ フレンドワン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ ２９．０�
１２ チアフルウェルカム 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７２－ ２２：１３．４２� ４．６�
１１ ウェルウィッチア 牡３鹿 ５６ 武士沢友治南 �幸氏 高木 登 浦河 山勝牧場 ４６４－ ２２：１３．５� １６．２�
７１３ マックスロノ 牡３栗 ５６ 田中 勝春田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 ４８６－ ４２：１３．６クビ ９．１�
８１６ マイネルソウル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B４８６－ ６ 〃 クビ １０．２	
５１０ カ ー バ 牡３青鹿５６ 田中 健
ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B４９２－ ４２：１３．８１� １８．０�
７１４ ウォーターフォード 牡３栗 ５６ 江田 照男魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか 服部 牧場 ４８４± ０２：１３．９� ５．４�
２３ ジャンプアウト 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４９４＋ ６２：１４．１１� ２３９．８
２４ メイショウピッケル 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８０－ ４２：１４．３１� ４．３�
３６ リブストロング 牡３芦 ５６ 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 豊洋牧場 ４６０＋１０２：１４．４クビ ４５．４�
４８ イルポスティーノ 牡３栗 ５６ 横山 典弘 
サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B５１４＋１０ 〃 ハナ ８．７�
４７ カムイビスティー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信備前島敏子氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５０－ ２２：１４．７１� ４６．３�
８１５ エーミングハイ 牡３栗 ５６ 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５１０－ ２２：１６．５大差 ７８．７�
６１２ ブルーアジェスタ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント清水 英克 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー B４６０＋１２２：１８．０９ ３００．５�
６１１ トミケンオウカン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 猿橋 義昭 ５１０＋２０２：１８．６３� ２５０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４５８，０００円 複勝： ４３，４０４，０００円 枠連： １９，７０７，９００円

馬連： ５９，９１０，３００円 馬単： ３７，８１４，６００円 ワイド： ２７，００４，１００円

３連複： ８４，１９４，２００円 ３連単： １２０，９０７，３００円 計： ４１５，４００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ２９０円 � ５３０円 � ２００円 枠 連（３－５） ４，４５０円

馬 連 �� １５，２５０円 馬 単 �� ２１，６２０円

ワ イ ド �� ３，３９０円 �� １，２７０円 �� ２，６５０円

３ 連 複 ��� ２８，０７０円 ３ 連 単 ��� １７９，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２２４５８０ 的中 � １４６０４（７番人気）
複勝票数 計 ４３４０４０ 的中 � ３８４０２（５番人気）� １８４１９（９番人気）� ６９３７９（２番人気）
枠連票数 計 １９７０７９ 的中 （３－５） ３２７５（２２番人気）
馬連票数 計 ５９９１０３ 的中 �� ２９０１（４７番人気）
馬単票数 計 ３７８１４６ 的中 �� １２９１（７８番人気）
ワイド票数 計 ２７００４１ 的中 �� １９３５（４７番人気）�� ５３６５（１５番人気）�� ２４８９（３５番人気）
３連複票数 計 ８４１９４２ 的中 ��� ２２１４（９７番人気）
３連単票数 計１２０９０７３ 的中 ��� ４９７（５９０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．４―３１．１―４３．４―５５．５―１：０８．６―１：２１．６―１：３４．９―１：４７．６―２：００．１

コーナー
通過順位

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

２
４

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

リーゼントブルース �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１１．１１．６ 東京２着

２００９．２．１４生 牡３芦 母 ペ ル ラ ー 母母 アンセストラルダンサー ８戦１勝 賞金 ９，１５０，０００円

１４０４０ ６月１０日 晴 重 （２４東京３）第４日 第４競走 ��
��２，０００�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 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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

６１２ ディサイファ 牡３鹿 ５６ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８６＋ ２２：０３．５ ２．９�

７１３ コスモユッカ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４６６－ ２ 〃 ハナ １４．６�
１１ ジャストザハピネス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４２６－ ４２：０３．９２� ４８．７�
２３ プレミアムウォーズ 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 ４７２＋１２２：０４．２１� １１５．２�
８１５ エムエムロゼオ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次加藤 雅一氏 小西 一男 新ひだか 西村 和夫 ４４８＋ ６ 〃 ハナ １８８．３�
５９ ライフハッカー 牡３栗 ５６ 福永 祐一橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ ９．１�
４７ ディーエスゲイン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４６２－１０２：０４．３� １７９．６	
６１１ インパクトシチー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 
友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 幾千世牧場 ４２０－ ２２：０４．４� ７３．２�
４８ ダイワプライム 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B５０６＋ ４２：０４．９３ ２．７�
５１０ トレーロマタドール �３栗 ５６ 武士沢友治 �サンデーレーシング 大和田 成 浦河 鎌田 正嗣 ５０４± ０２：０５．０� ２２７．５
１２ ロジフローリアン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム ４７８ ― 〃 クビ １０．３�
７１４ サクラウィンビート 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義
さくらコマース牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ５１４± ０２：０５．１� ７．６�
３６ レーゲンスブルク 牡３青鹿５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８０－２２２：０５．７３� ２０．８�
２４ トーセングリーン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊島川 �哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４２：０６．６５ １６８．６�
３５ アクセラレーター 牡３栗 ５６ 田中 勝春
ノースヒルズ 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６＋ ８２：０６．７� ８３．０�
８１６	 コスモジール 牡３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 豪 Torryburn
Stud ４７６± ０２：０７．７６ ４１１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６８９，３００円 複勝： ４４，３１２，０００円 枠連： １７，７１３，０００円

馬連： ６２，４１９，７００円 馬単： ４４，６３６，１００円 ワイド： ２８，７６７，７００円

３連複： ７８，３７６，２００円 ３連単： １３５，６８４，１００円 計： ４４０，５９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ２８０円 � ７８０円 枠 連（６－７） ６８０円

馬 連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ２，２４０円 �� ４，２５０円

３ 連 複 ��� １６，９２０円 ３ 連 単 ��� ５２，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２８６８９３ 的中 � ７８９１５（２番人気）
複勝票数 計 ４４３１２０ 的中 � ９８７３１（２番人気）� ３９０１６（５番人気）� １１３９３（８番人気）
枠連票数 計 １７７１３０ 的中 （６－７） １９３２４（３番人気）
馬連票数 計 ６２４１９７ 的中 �� ２２９７１（９番人気）
馬単票数 計 ４４６３６１ 的中 �� １１１９８（１２番人気）
ワイド票数 計 ２８７６７７ 的中 �� １０８５１（７番人気）�� ３０９４（２２番人気）�� １６０６（３０番人気）
３連複票数 計 ７８３７６２ 的中 ��� ３４２０（４４番人気）
３連単票数 計１３５６８４１ 的中 ��� １９２１（１４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．５―２５．９―３８．２―５０．８―１：０３．７―１：１６．４―１：２８．２―１：３９．５―１：５１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

ディサイファ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２０１２．２．２６ 中山３着

２００９．４．２０生 牡３鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アイアイエンデバー号・コスモバルバラ号
（非抽選馬） １頭 スキピオ号



１４０４１ ６月１０日 晴 稍重 （２４東京３）第４日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

１１ トーセンレディ 牝２栗 ５４ 北村 宏司島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 服部 牧場 ４７２ ―１：５３．７ １６．０�

４４ トクラットリバー 牝２黒鹿５４ 池添 謙一吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４５０ ―１：５３．８� ２２．６�
７１０ ユキノユウダン 牡２栗 ５４ 田辺 裕信馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム ４０６ ―１：５４．０１� １１１．８�
５６ クロムレック 牡２栗 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：５４．２１� ２．５�
４５ グラスリード 牡２青鹿５４ 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４２８ ― 〃 ハナ ７６．８�
７１１ マイネルゼータ 牡２青鹿５４ C．ウィリアムズ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ４５４ ―１：５４．４１� ９．２


（豪）

６９ � シェーンメーア 牡２青鹿５４ 内田 博幸窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm ５０６ ―１：５４．８２	 ３．３�
８１２ アステリックス 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４５４ ―１：５５．０１	 １４．１�
２２ ホワイトフリート 牡２芦 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６４ ―１：５５．１� ４．７
５７ ムサシノファルコン 牡２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム ４６０ ―１：５５．３１ １６６．４�
８１３ メ ン ヒ 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 松本牧場 ４６８ ―１：５５．７２	 １３１．９�
３３ ダンスバトル 牡２鹿 ５４ 田中 博康 �スピードファーム 佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム ５２２ ― 〃 クビ ９５．７�
６８ ウインマスカット 牡２鹿 ５４ 石橋 脩	ウイン 田中 清隆 平取 協栄組合 ４２８ ― 〃 ハナ １１８．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３３，３１６，２００円 複勝： ４４，６９９，３００円 枠連： １４，１３６，３００円

馬連： ５８，４９８，４００円 馬単： ４５，７２９，５００円 ワイド： ２５，７３６，５００円

３連複： ６８，６７８，２００円 ３連単： １３８，８７７，３００円 計： ４２９，６７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ４７０円 � ６６０円 � ２，５７０円 枠 連（１－４） ６，９４０円

馬 連 �� ８，１８０円 馬 単 �� １８，５１０円

ワ イ ド �� ２，３２０円 �� ９，８４０円 �� １５，３７０円

３ 連 複 ��� １９９，５５０円 ３ 連 単 ��� １，１１４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３３３１６２ 的中 � １６４６６（６番人気）
複勝票数 計 ４４６９９３ 的中 � ２６７３９（６番人気）� １８１４５（７番人気）� ４２３２（１０番人気）
枠連票数 計 １４１３６３ 的中 （１－４） １５０５（２２番人気）
馬連票数 計 ５８４９８４ 的中 �� ５２８０（２１番人気）
馬単票数 計 ４５７２９５ 的中 �� １８２４（４４番人気）
ワイド票数 計 ２５７３６５ 的中 �� ２７８４（２１番人気）�� ６３９（５３番人気）�� ４０８（６０番人気）
３連複票数 計 ６８６７８２ 的中 ��� ２５４（１６９番人気）
３連単票数 計１３８８７７３ 的中 ��� ９２（８６４番人気）

ハロンタイム １４．０―１２．１―１２．６―１３．２―１３．２―１３．７―１１．７―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１４．０―２６．１―３８．７―５１．９―１：０５．１―１：１８．８―１：３０．５―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３４．９

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

・（５，１３）（２，９，１０，１１）６（１，４，１２）（７，８）－３・（１３，５，１１）（１，１０，２）９（６，１２）（３，４）（７，８）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

トーセンレディ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy 初出走

２０１０．２．９生 牝２栗 母 レディインディ 母母 Fiji １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ホワイトフリート号の騎手横山典弘は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番・１２番・６番・４番への

進路影響）
〔その他〕 ホワイトフリート号は，向正面で急に外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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。

１４０４２ ６月１０日 晴 稍重 （２４東京３）第４日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００分 （芝・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

１：１９．６
１：１９．０

良

良

５１０ レッドクロス 牡５栗 ５７ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４５８－ ２１：２２．３ １３．１�

７１３ マイネルハイセンス 牡４黒鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４８２－ ２１：２２．４� ２０．９�

２４ ゴールドカルラ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ５０４－ ２１：２２．５� ４．５�
７１５ ブリスアウト 牡３鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：２２．７１� ３．９�
４８ レッドストラーダ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ４９２＋ ６１：２２．９１� ８．３�
８１８ バクシンテイオー 牡３鹿 ５４ 福永 祐一林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７０± ０１：２３．０� ４．４	
４７ エフティシュタルク 牡４青鹿５７ 田辺 裕信吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ５２４＋ ４１：２３．１� １８．８

８１７ トシザグレイト 牡３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ ８．９�
１２ ユキノアイオロス �４鹿 ５７ 武士沢友治井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４６６＋ ６１：２３．２クビ ２９．０�
３５ バトルシュリイマン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７２± ０１：２３．３� ３２．１
７１４ ラミアプリマベーラ 牝３栗 ５２ 中舘 英二岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３６－ ６１：２３．４� ２７４．３�
３６ ヤマニンシバルリー 牡４青鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４７６－ ６ 〃 ハナ １０１．２�
８１６ ブルースター 牡４栗 ５７ 中谷 雄太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４６２＋ ４１：２３．６１� ２８６．６�
６１２ ドンビザッツウェイ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４９８＋ ２１：２３．７クビ ６９．２�
５９ 	 キャニオンルナ 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一�谷川牧場 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 B５１８－ ４１：２３．９１� ５６０．７�
１１ エーブポセイドーン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �レーシングホース

ジャパン 清水 美波 新ひだか シンボリ牧場 ５０４－ ２１：２４．０� ５４．０�
６１１ ツクバヴァンクール 牡３鹿 ５４ 江田 照男細谷 武史氏 田中 清隆 日高 正和山本牧場 ４３４＋ ２１：２４．２１� ６９．７�
２３ 	 ナ ヴ ラ ス 牡４鹿 ５７ 武 豊田所 英子氏 田中 剛 日高 天羽牧場 ４６８－ ５１：２４．４１� １２７．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，１６８，５００円 複勝： ５２，１３２，０００円 枠連： ２６，１９７，５００円

馬連： ７５，４４０，０００円 馬単： ４３，７８９，０００円 ワイド： ３３，３０９，４００円

３連複： ９４，６１２，３００円 ３連単： １４５，４０１，８００円 計： ５００，０５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３４０円 � ５５０円 � ２２０円 枠 連（５－７） １，６９０円

馬 連 �� ８，２４０円 馬 単 �� １６，２１０円

ワ イ ド �� ２，５００円 �� １，０４０円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� １５，２９０円 ３ 連 単 ��� １３５，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２９１６８５ 的中 � １７５７０（６番人気）
複勝票数 計 ５２１３２０ 的中 � ３９６２２（６番人気）� ２１８９８（８番人気）� ７３３４３（２番人気）
枠連票数 計 ２６１９７５ 的中 （５－７） １１４７１（７番人気）
馬連票数 計 ７５４４００ 的中 �� ６７５８（３１番人気）
馬単票数 計 ４３７８９０ 的中 �� １９９４（６１番人気）
ワイド票数 計 ３３３０９４ 的中 �� ３２２５（３１番人気）�� ８１４３（１１番人気）�� ４４０４（２２番人気）
３連複票数 計 ９４６１２３ 的中 ��� ４５６７（４９番人気）
３連単票数 計１４５４０１８ 的中 ��� ７９４（４０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．８―４７．７―５９．０―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドクロス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１０．１８ 東京１着

２００７．４．１４生 牡５栗 母 ジョウノヴィーナス 母母 ジョウノマチエール １１戦２勝 賞金 １８，６４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アルベルトバローズ号・ウエストエンド号



１４０４３ ６月１０日 晴 重 （２４東京３）第４日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０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

１：３４．４
１：３３．３

重

良

２４ フラアンジェリコ 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ６１：３７．５ １．６�
（豪）

１１ スリープレシャス 牡４青 ５７
５４ ▲杉原 誠人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５８＋ ４１：３７．７１ １１９．５�

１２ プリュキエール 牡３青鹿５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８４＋ ４ 〃 ハナ ４７．０�
５９ ダテノスイミー 牡５栗 ５７ 蛯名 正義関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４４８＋ ２１：３８．０２ ８．０�
３５ リンガスクリフ 牡４栗 ５７ 中舘 英二伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９２± ０１：３８．１クビ ４９．９�
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 B５０２－ ２１：３８．２� ９．８	
８１５ ア ー カ イ ブ 牡３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４１：３８．３� ６．８

７１４� トキノライジン 牡５栗 ５７ 嘉藤 貴行田中 準市氏 矢野 照正 新冠 村田牧場 ４６２－ ８１：３８．５１� ３５７．２�
３６ � レチタティーヴォ 牡５鹿 ５７ 柴田 大知山上 和良氏 中川 公成 日高 横井 哲 ４５８－ ２ 〃 クビ １０１．０�
６１２ ブリスコーラ 牡３鹿 ５４ 田中 勝春グリーンスウォード 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 ５０２＋ ６ 〃 ハナ １６．５
８１６� モウカリマッカー 牡４鹿 ５７ 中谷 雄太疾風組合 大和田 成 新冠 川越 省蔵 ４５２＋ ４１：３８．６� ９４．６�
７１３ スマートアーサイト 牡５黒鹿５７ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－１３ 〃 クビ ２３．２�
２３ ノ ボ ク ン 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４９２＋１０１：３９．１３ ９６．８�
６１１ サトノロマネ �６鹿 ５７

５４ ▲西村 太一里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 B４７０－ ６１：３９．７３� ２６．１�
４７ カバリノランパンテ 牡３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４５８－ ８１：３９．８クビ ４７．３�

５１０ リンクルリッジ 牡４黒鹿５７ 武士沢友治 �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 ４６２－１４１：４０．０１� ２３０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，６５９，２００円 複勝： １０１，３５６，６００円 枠連： ２２，７３７，４００円

馬連： ８６，６０１，４００円 馬単： ６７，２１７，３００円 ワイド： ３７，８６９，５００円

３連複： １０１，９６０，３００円 ３連単： ２１１，４１２，４００円 計： ６６６，８１４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １，５４０円 � ８７０円 枠 連（１－２） ２，１１０円

馬 連 �� ６，０６０円 馬 単 �� ７，０７０円

ワ イ ド �� ２，３１０円 �� １，０５０円 �� １３，３１０円

３ 連 複 ��� ３２，８８０円 ３ 連 単 ��� １２２，４７０円

票 数

単勝票数 計 ３７６５９２ 的中 � １９０１７１（１番人気）
複勝票数 計１０１３５６６ 的中 � ６５４８３３（１番人気）� ６８６４（１３番人気）� １２７４９（１０番人気）
枠連票数 計 ２２７３７４ 的中 （１－２） ７９７４（７番人気）
馬連票数 計 ８６６０１４ 的中 �� １０５５４（１７番人気）
馬単票数 計 ６７２１７３ 的中 �� ７０２０（１９番人気）
ワイド票数 計 ３７８６９５ 的中 �� ４０１８（２３番人気）�� ９２６０（９番人気）�� ６７８（７０番人気）
３連複票数 計１０１９６０３ 的中 ��� ２２８９（７７番人気）
３連単票数 計２１１４１２４ 的中 ��� １２７４（２８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３５．７―４７．２―５９．２―１：１１．７―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３８．３
３ １１－５－４，７（３，１３，１５，１４）－１２（１，６，８）－（２，１６）－９－１０ ４ １１－５－４（３，１３，７，１４）１５，１２（６，８）（２，１）１６－９＝１０

勝馬の
紹 介

フラアンジェリコ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神３着

２００８．５．２４生 牡４栗 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール １３戦３勝 賞金 ３１，８４０，０００円
〔制裁〕 サトノロマネ号の騎手西村太一は，発走直後に内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１０番・９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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 トウショウギフト号・ドラゴンアルテマ号・ドラゴンヴォイス号・ブリージーデイズ号・ボンドストリート号・

ルネッサンスマン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１４０４４ ６月１０日 晴 稍重 （２４東京３）第４日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （芝・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

１：３１．３
１：３１．３

良

良

７１４ ファイナルフォーム 牡３鹿 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３０± ０１：３４．７ ２．６�

５９ ヒラボクインパクト 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４７４－ ４１：３４．８� ７．５�
８１５ ランパスインベガス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９２± ０ 〃 クビ １２．４�
４７ インプレザリオ 牡４栗 ５７ 武 豊青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８４± ０１：３４．９� ４．２�
６１１ トーセンマルス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３０－ ４１：３５．２１� ２８．８	
５１０	 シャイニングサヤカ 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信伏木田達男氏 高柳 瑞樹 浦河 伏木田牧場 ４７６＋ ４１：３５．４１ ３７．８

２３ キトゥンブルー 牝４青鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－ ２ 〃 ハナ １０８．６�
８１６ マイネルマルシェ 牡５黒鹿５７ C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ ２０．８�

（豪）

６１２ コスモトゥルーラヴ 牡３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 ４９８＋ ６１：３５．５� ７５．３
２４ 	 マルターズタイム 牡５鹿 ５７ 武士沢友治藤田 在子氏 蛯名 利弘 日高 天羽 禮治 ４８２＋ ６１：３５．６クビ ４７２．８�
３６ プレミアムパス 牡４鹿 ５７ 江田 照男村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋１２ 〃 アタマ １４３．９�
４８ ゴールデンクラウン 牡３青鹿５４ 横山 典弘吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ５００－ ４ 〃 クビ ４７．４�
１１ ローレルソラン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 �渡 信義 ４５２＋ ２１：３５．７� １６．９�
１２ ロジメジャー 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：３５．８クビ ５．３�
７１３ フライングバルーン 牝３栗 ５２ 浜中 俊吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３８＋ ６１：３６．０１
 １１５．７�
３５ ニシノジャブラニ 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４７８± ０１：３６．３２ ２４２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，８１７，０００円 複勝： ６６，９１０，６００円 枠連： ２９，１９０，８００円

馬連： １０４，５７４，６００円 馬単： ５８，３７９，６００円 ワイド： ４２，４４９，４００円

３連複： １２５，３７２，６００円 ３連単： １９９，９６９，６００円 計： ６６５，６６４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ２５０円 枠 連（５－７） ８３０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ５１０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 ��� ９，４８０円

票 数

単勝票数 計 ３８８１７０ 的中 � １１９２１９（１番人気）
複勝票数 計 ６６９１０６ 的中 � １４５９９６（１番人気）� ８４９７８（４番人気）� ６２２７５（５番人気）
枠連票数 計 ２９１９０８ 的中 （５－７） ２６０５７（４番人気）
馬連票数 計１０４５７４６ 的中 �� ７９１８３（２番人気）
馬単票数 計 ５８３７９６ 的中 �� ２６８６０（３番人気）
ワイド票数 計 ４２４４９４ 的中 �� ２３５９４（３番人気）�� ２１００８（５番人気）�� ９０７４（１１番人気）
３連複票数 計１２５３７２６ 的中 ��� ３６２８０（５番人気）
３連単票数 計１９９９６９６ 的中 ��� １５５６９（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．４―４７．４―５９．７―１：１１．３―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０
３ ８－１２，１３（３，６，１６）９（１，２）７（５，１０）（４，１５）１４，１１ ４ ８（１２，１３）（３，１６）６（１，９）（２，７）５（４，１０）（１５，１４）１１

勝馬の
紹 介

ファイナルフォーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 O’Reilly デビュー ２０１２．３．１７ 中山１着

２００９．３．１１生 牡３鹿 母 ファイナルデスティネーション 母母 Logical Lady ４戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 ファイナルフォーム号の騎手内田博幸は，決勝線手前で急に外側に斜行したことについて平成２４年６月１６日から平成２４年

６月１７日まで騎乗停止。（１５番への進路影響）
〔その他〕 ランパスインベガス号の調教師小島茂之から，決勝線手前でのファイナルフォーム号の進路の取り方について，走行妨害

の申立てがあったが棄却。
※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。



１４０４５ ６月１０日 晴 稍重 （２４東京３）第４日 第９競走 ��
��１，４００�

み う ら

三 浦 特 別
発走１４時３５分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．６．１１以降２４．６．３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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

３６ エーシンポルックス 牡５芦 ５６ C．ウィリアムズ �栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B５０８＋ ２１：２３．６ ４．４�
（豪）

１２ ケージーハヤブサ 牡３鹿 ５４ 浜中 俊川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ５００＋ ６１：２３．７� １３．６�
５１０ オースミレジスタ 牡５青鹿５４ 大庭 和弥�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ５４０－ ４１：２３．８クビ １１１．６�
７１３� ジャパンプライド 牡４鹿 ５７．５ 横山 典弘星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４６０－ ８１：２４．２２� ５．２�
４８ ゴールドゼウス 牡３黒鹿５４ 田辺 裕信スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：２４．３� １６．７�
６１１ コスモケンジ 牡４栗 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４９４－１０ 〃 クビ １９．２	
１１ 	 ゲ ン テ ン 牡３黒鹿５５ 吉田 豊林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-

mersmith ４８８ １：２５．１５ ６．６

８１５ ジャズピアノ 牡５黒鹿５６ 石橋 脩加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：２５．３１
 １５．３�
４７ � ワンダーティンバー 牡８栗 ５１ 江田 照男山本 信行氏 阿部 新生 新冠 村上牧場 B５００＋ ８ 〃 ハナ ２３４．９�
５９ � シンビオシス �５青鹿５４ 武士沢友治岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 ４７４± ０１：２５．４クビ ３５．７
３５ カフェシュプリーム 牡３鹿 ５４ 内田 博幸西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５００－ ４ 〃 クビ ４．７�
２３ ケンブリッジシーザ 牡５鹿 ５３ 田中 博康中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５１０－１１１：２５．６１ ３４７．３�
８１６ サ イ カ ニ ア 牡５鹿 ５５ 池添 謙一�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 ５０４－ ４１：２５．７� ６０．４�
６１２ スマートキャスター �７青 ５４ 北村 宏司大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ ９２．５�
７１４	 フリスコベイ 牝３栗 ５１ 中谷 雄太�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine

Stables, LLC ４９８＋１４１：２６．４４ １１１．３�
２４ ト ラ バ ン ト 牡４栗 ５７．５ 松岡 正海吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１６－ ４１：２７．７８ ６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，５５１，２００円 複勝： ７７，０６４，５００円 枠連： ３９，１３１，８００円

馬連： １４７，０７６，２００円 馬単： ７９，８２４，３００円 ワイド： ５４，２９９，４００円

３連複： １７５，６８６，０００円 ３連単： ３０１，５１８，６００円 計： ９１９，１５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ３７０円 � ２，４２０円 枠 連（１－３） ６４０円

馬 連 �� ３，８９０円 馬 単 �� ７，０１０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� ７，６００円 �� １５，７９０円

３ 連 複 ��� １２２，５５０円 ３ 連 単 ��� ４６２，６３０円

票 数

単勝票数 計 ４４５５１２ 的中 � ８０４２１（１番人気）
複勝票数 計 ７７０６４５ 的中 � １５０６９０（１番人気）� ５２４９５（６番人気）� ６４４４（１３番人気）
枠連票数 計 ３９１３１８ 的中 （１－３） ４５１４８（２番人気）
馬連票数 計１４７０７６２ 的中 �� ２７９１０（１８番人気）
馬単票数 計 ７９８２４３ 的中 �� ８４１０（３２番人気）
ワイド票数 計 ５４２９９４ 的中 �� １１４７５（１６番人気）�� １７３１（５５番人気）�� ８２８（７９番人気）
３連複票数 計１７５６８６０ 的中 ��� １０５８（２１０番人気）
３連単票数 計３０１５１８６ 的中 ��� ４８１（８６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．４―５９．２―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンポルックス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rubiano デビュー ２０１０．１．５ 京都８着

２００７．３．３１生 牡５芦 母 オレゴンガール 母母 Paying Guest ２１戦４勝 賞金 ５１，８６４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１６頭 エスジーブルーム号・カミダノミ号・カリスマサンスカイ号・ゴーアップドラゴン号・サクラインザスカイ号・

サトノデートナ号・シルクファルシオン号・セイカフォルトゥナ号・セブンサミッツ号・ダイヤモンドムーン号・
トキノエクセレント号・ナンヨークイーン号・パワースポット号・プロスペラスマム号・マジックモーメント号・
ヤマノサファイア号

※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。

１４０４６ ６月１０日 晴 良 （２４東京３）第４日 第１０競走 ��
��１，６００�ジューンステークス

発走１５時１０分 （芝・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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．３
１：３１．３

良

良

８１１ リルダヴァル 牡５栗 ５７ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ６１：３３．５ ３．２�
（豪）

６７ トゥザサミット 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５０＋ ２１：３４．０３ ４．２�
７８ � ドリームピーチ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４６＋ ６１：３４．１� ２２．８�
３３ サクラクローバー 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ ６．７�
８１０ ナシュワンヒーロー 牡５栗 ５７ 松岡 正海間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４５４－ ２１：３４．４１� ３．３�
２２ アロマカフェ 牡５黒鹿５７ 武 豊西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４６４－ ２１：３４．５	 １１．５	
４４ � アロマンシェス 牡８鹿 ５７ 柴田 大知伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４７０± ０１：３４．７１
 １３８．０

７９ ダノンヒデキ 牡６黒鹿５７ 石橋 脩�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８４± ０ 〃 クビ ３０．７�
６６ サザンスターディ 牡６鹿 ５７ 田中 勝春南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５１４－ ２１：３４．８	 ３５．６�
１１ ハッピーパレード 牝６黒鹿５５ 池添 謙一馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ６１：３５．２２	 １０７．９
５５ ニシノステディー 牝４栗 ５５ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ２１．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，６８２，０００円 複勝： ５０，９６８，１００円 枠連： ３１，２９０，４００円

馬連： １２６，１３３，５００円 馬単： ７７，６８９，７００円 ワイド： ３９，３２１，７００円

３連複： １３０，４７８，１００円 ３連単： ２９４，１２１，２００円 計： ７８８，６８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ４００円 枠 連（６－８） ３９０円

馬 連 �� ９３０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，２９０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ５，１４０円 ３ 連 単 ��� １７，８２０円

票 数

単勝票数 計 ３８６８２０ 的中 � ９５９０５（１番人気）
複勝票数 計 ５０９６８１ 的中 � １０４６０６（２番人気）� ８９５３６（３番人気）� ２４７１７（６番人気）
枠連票数 計 ３１２９０４ 的中 （６－８） ５９３５５（１番人気）
馬連票数 計１２６１３３５ 的中 �� １００７７２（４番人気）
馬単票数 計 ７７６８９７ 的中 �� ３９７２９（４番人気）
ワイド票数 計 ３９３２１７ 的中 �� ２７６７３（４番人気）�� ７１４８（１３番人気）�� ６８４７（１５番人気）
３連複票数 計１３０４７８１ 的中 ��� １８７５２（１９番人気）
３連単票数 計２９４１２１２ 的中 ��� １２１８６（５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３４．８―４６．３―５８．０―１：０９．６―１：２１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リルダヴァル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００９．８．２３ 小倉１着

２００７．４．８生 牡５栗 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair ２０戦４勝 賞金 １３６，１５７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



１４０４７ ６月１０日 晴 良 （２４東京３）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第２９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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６５８，０００円 １８８，０００円 ９４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３６ トーセンレーヴ 牡４鹿 ５６ C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：４６．７ ３．７�
（豪）

７１４ ダノンシャーク 牡４鹿 ５６ 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４６＋ ８ 〃 クビ ３．９�
２３ マイネルスターリー 牡７鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４８８－ ４１：４６．９１� １４６．９�
１１ セイクレットレーヴ 牡３鹿 ５２ 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ４６８＋ ４１：４７．３２	 ７．３�
８１７ シルクアーネスト 牡５栗 ５６ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ５００± ０１：４７．４	 ２０．９�
８１８ レッドデイヴィス 
４鹿 ５６ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４± ０１：４７．５	 ５．５	
４８ メイショウカンパク 牡５黒鹿５６ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ２１：４７．７１ ２５．７

６１２� オセアニアボス 牡７青鹿５６ 武士沢友治�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４９６＋ ６ 〃 ハナ １２１．３�
７１３ ダイワファルコン 牡５鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５０８± ０ 〃 クビ １２．３�
６１１ ヤマカツハクリュウ 牡５芦 ５６ 田中 勝春山田 博康氏 松田 博資 浦河 鮫川 啓一 ４９０＋ ６１：４７．９１� ３３．６
７１５ モ ン テ エ ン 牡５鹿 ５６ 松岡 正海毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ １７．４�
３５ レディアルバローザ 牝５鹿 ５４ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４８０＋ ２１：４８．０	 ２４．０�
４７ トップゾーン 牡６鹿 ５６ 吉田 豊�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４７０± ０１：４８．２１� ８６．２�
１２ キングストリート 牡６鹿 ５６ 石橋 脩河� 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 ４９４＋ ４１：４８．４１ １５９．４�
５１０ ダノンスパシーバ 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５０２－ ４１：４８．５� １８．９�
５９ サンライズベガ 牡８鹿 ５７ 中舘 英二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９４－１４１：４９．１３	 ２０３．８�
２４ ア ク シ オ ン 牡９鹿 ５８ 田中 博康中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５２２－ ４１：４９．２	 １８０．０�
８１６ レッツゴーキリシマ 牡７鹿 ５７ 江田 照男西村新一郎氏 天間 昭一 鵡川 貞広 賢治 ４９０＋１４１：４９．８３	 ５３．６�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ２２２，９９５，９００円 複勝： ３０５，６３６，０００円 枠連： ２２４，１９６，９００円 馬連： ９４３，３６５，９００円 馬単： ４９４，１３３，５００円

ワイド： ３０４，９６５，７００円 ３連複： １，３１６，５５４，６００円 ３連単： ２，４６１，９６０，７００円 ５重勝： ８８６，０３７，２００円 計： ７，１５９，８４６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １，９５０円 枠 連（３－７） ４８０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ７，０４０円 �� ８，９４０円

３ 連 複 ��� ４３，８５０円 ３ 連 単 ��� １４７，３９０円

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

キャリーオーバー なし����� ４０７，４２０円

票 数

単勝票数 計２２２９９５９ 的中 � ４８４１６５（１番人気）
複勝票数 計３０５６３６０ 的中 � ５９７１９８（２番人気）� ６０１７２３（１番人気）� ２６８５５（１５番人気）
枠連票数 計２２４１９６９ 的中 （３－７） ３４８８２９（１番人気）
馬連票数 計９４３３６５９ 的中 �� ９０６３０５（１番人気）
馬単票数 計４９４１３３５ 的中 �� ２４４９４７（１番人気）
ワイド票数 計３０４９６５７ 的中 �� ２６８５６３（１番人気）�� ９７６２（６５番人気）�� ７６７３（７２番人気）
３連複票数 計１３１６５５４６ 的中 ��� ２２１６２（１２６番人気）
３連単票数 計２４６１９６０７ 的中 ��� １２３２８（４４１番人気）
５重勝票数 計８８６０３７２ 的中 ����� １６０５

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３５．３―４７．２―５９．２―１：１１．１―１：２２．５―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．６

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンレーヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．２．１２ 京都１着

２００８．３．２１生 牡４鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン １１戦６勝 賞金 １５１，５３８，０００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。
（非抽選馬） ５頭 アドマイヤコマンド号・オーシャンエイプス号・スピリタス号・ドリームゼニス号・ベイリングボーイ号
※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。

１４０４８ ６月１０日 曇 稍重 （２４東京３）第４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

３６ ホクセツキングオー 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ５０６－ ６１：２４．２ ４．２�

３５ メイスンファースト 牡７鹿 ５７
５４ ▲長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８０－ ２１：２５．１５ ７７．１�

７１３ ブロックコード 牡４青鹿５７ 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 ４８８＋ ２ 〃 クビ ３４．５�

８１５� サトノモンスター 牡４鹿 ５７ 福永 祐一里見 治氏 矢作 芳人 米 Masatake
Iida ４８２－ ６１：２５．２クビ ２．６�

７１４� オメガキングコング 牡５黒鹿５７ 浜中 俊原 	子氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B５１０＋ ２ 〃 クビ ５７．７�
６１２ フランチャイズ 牡３栗 ５４ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４９６＋１０ 〃 ハナ ５４．７�
６１１ アルベルティ 牡４鹿 ５７ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０８－ ２１：２５．３クビ ４．９	
４７ � ピ ュ カ ー ロ 牡４栗 ５７ 石橋 脩藤田 孟司氏 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８± ０１：２５．５１ １６．４

５１０ テイエムシシオー 牡３黒鹿５４ 吉田 豊竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 ４５２＋１０ 〃 ハナ １０６．４�
４８ トリニティチャーチ 
４鹿 ５７ 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ８１：２５．６� １５．８�
１１ エ リ ク サ ー 牡３栗 ５４ 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６８＋ ２１：２５．７� ４７．６
２３ � ド ロ 牡５栗 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd ４８２＋ ４ 〃 ハナ ８．４�
５９ ド ル モ ン 牡３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B４８８－ ２１：２６．１２� ３１．５�
１２ � ブルースビスティー 牡４鹿 ５７ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４６４－１０１：２６．２� ９７．２�
８１６ フリートアロー 牡３栗 ５４ 江田 照男矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４９０－ ２ 〃 アタマ ３９．４�
２４ � マヤノパシャ 牡５栗 ５７ 中舘 英二田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 B５２４＋２２１：２７．０５ ３２４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７３，７１２，７００円 複勝： １００，１００，２００円 枠連： ５５，４０１，３００円

馬連： ２０５，８５１，９００円 馬単： １１８，５７０，４００円 ワイド： ８２，３３７，７００円

３連複： ２５０，９９２，３００円 ３連単： ４９５，５２７，７００円 計： １，３８２，４９４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２１０円 � ９４０円 � ５８０円 枠 連（３－３） １０，２１０円

馬 連 �� １０，７６０円 馬 単 �� １６，４７０円

ワ イ ド �� ２，７４０円 �� １，９６０円 �� ９，４１０円

３ 連 複 ��� ５７，０７０円 ３ 連 単 ��� ２８７，２８０円

票 数

単勝票数 計 ７３７１２７ 的中 � １３９８６８（２番人気）
複勝票数 計１００１００２ 的中 � １６０５８３（３番人気）� ２３９９３（１１番人気）� ４１４３２（７番人気）
枠連票数 計 ５５４０１３ 的中 （３－３） ４００６（３０番人気）
馬連票数 計２０５８５１９ 的中 �� １４１２３（３３番人気）
馬単票数 計１１８５７０４ 的中 �� ５３１３（４２番人気）
ワイド票数 計 ８２３３７７ 的中 �� ７４１９（３０番人気）�� １０４８３（１８番人気）�� ２１１９（７０番人気）
３連複票数 計２５０９９２３ 的中 ��� ３２４６（１４６番人気）
３連単票数 計４９５５２７７ 的中 ��� １２７３（６７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．６―５９．７―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホクセツキングオー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．２．１３ 京都１着

２００７．４．２６生 牡５鹿 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ １３戦３勝 賞金 ３０，７５４，０００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 タツフラッシュ号

５レース目



（２４東京３）第４日 ６月１０日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重後稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８８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

２３８，２８０，０００円
７，１４０，０００円
１，８２０，０００円
２１，７５０，０００円
６４，５５４，０００円
５，１６８，０００円
１，８０４，８００円

勝馬投票券売得金
６１２，４０２，９００円
９７８，５２２，７００円
５１０，５１５，８００円
１，９７７，５０１，５００円
１，１４８，３４９，８００円
７２４，４６９，６００円
２，５７３，８０５，３００円
４，７５７，５３１，０００円
８８６，０３７，２００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 １４，１６９，１３５，８００円

総入場人員 ４１，８８８名 （有料入場人員 ３９，８９３名）



平成２４年度 第３回東京競馬 総計

競走回数 ４８回 出走延頭数 ７２５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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，０３７，１３０，０００円
２，０８０，０００円
２６，５７０，０００円
１２，４２０，０００円
９４，６４０，０００円
２４７，６７２，０００円
２１，９７７，６００円
６，９６０，０００円

勝馬投票券売得金
２，３８０，７８５，１００円
３，７７４，７３８，４００円
２，１９８，３１７，４００円
８，０９２，１７２，２００円
４，６６２，９８６，７００円
２，８８０，３２３，２００円
１０，８４０，５０１，１００円
１９，４９１，９６２，５００円
１，８００，４１１，０００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
５ 重 勝
計 ５６，１２２，１９７，６００円

総入場延人員 １５３，６８１名 （有料入場延人員 １４５，７８８名）


