
１４０６１ ６月４日 曇 良 （１８東京３）第６日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１１ デザートバード 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４４０－ ４１：４１．０ １６．２�

３５ � ラ フ ィ ー ク 牝３鹿 ５４ 武 豊�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４８０＋ ４１：４１．３１� １．７�
２３ クールダンサー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 沖田 博志 ４５０＋ ２１：４１．４クビ ５．５�

（大井）

４８ エビスハルカ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠加藤友三郎氏 佐々木亜良 浦河 恵比寿牧場 ５４６－ ４ 〃 ハナ ２３．０�
３６ ソフィアルージュ 牝３芦 ５４ 武士沢友治�宮内牧場 中野渡清一 浦河 宮内牧場 ４８４＋ ２１：４１．５� ６９．１�
６１２ チャームラブ 牝３鹿 ５４

５２ △丹内 祐次タマモ� 萱野 浩二 新冠 小泉牧場 ４５６± ０１：４２．０３ ２９８．５	
５１０� スペシャルプレイス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３８－１０ 〃 クビ １３．８

４７ リンガスパートナー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春山科 統氏 境 征勝 静内 藤川フアーム ４８４＋１２１：４２．１クビ ５．９�
１２ アイオブザジャガー 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥村上 芳明氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 ４６０＋ ６１：４２．２� １８９．９�
２４ ダッシュアゲン 牝３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀浅川 皓司氏 成島 英春 静内 三木田 明仁 ４５４＋ ４１：４２．３� ２１．２
７１３� ベルモントアヴリル 牝３黒鹿５４ 小林 淳一 �ベルモントファーム 保田 一隆 新冠 ベルモント

ファーム ４４０＋ ２１：４２．５１� １１１．３�
５９ ショウナンマーレ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一国本 哲秀氏 池上 昌弘 三石 鳥井牧場 ４６８ ―１：４２．８２ ７９．８�
８１６� ウ レ シ イ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 ４５０＋１８１：４３．５４ ６２．７�
８１５ ダイワレイピア 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５０－１０１：４３．６クビ １６６．０�
７１４� ファビラスシュート 牝３栗 ５４ 蛯名 正義吉田 千津氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４１６－ ６１：４４．４５ ２１４．２�

（１５頭）
１１ ソーマサイト 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �キャロットファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，２９４，１００円 複勝： ３０，３８２，６００円 枠連： ３１，０３５，１００円

普通馬連： ９８，３０４，３００円 馬単： １０４，７２３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０８１，３００円

３連複： １２９，１５９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４４４，９８０，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，６２０円 複 勝 � ２００円 � １００円 � １６０円 枠 連（３－６） ９５０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� ３，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ７８０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２３２９４１（返還計 ３９５６） 的中 � １１３４８（５番人気）
複勝票数 差引計 ３０３８２６（返還計 ４６３２） 的中 � ２７１９８（４番人気）� １２７７０５（１番人気）� ３９１８２（３番人気）
枠連票数 差引計 ３１０３５１（返還計 ３２） 的中 （３－６） ２４２５９（４番人気）
普通馬連票数 差引計 ９８３０４３（返還計 ３１４７８） 的中 �� ７７７５１（３番人気）
馬単票数 差引計１０４７２３０（返還計 ２８５６９） 的中 �� ２４６５１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２８０８１３（返還計 ５３９４） 的中 �� ２０２４６（３番人気）�� ７４２４（９番人気）�� ４２０２５（１番人気）
３連複票数 差引計１２９１５９８（返還計 ４１５１６） 的中 ��� ７５７８８（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．５―１２．９―１２．９―１２．８―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３６．３―４９．２―１：０２．１―１：１４．９―１：２７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デザートバード �
�
父 デザートキング �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００５．１１．５ 福島６着

２００３．５．１生 牝３栗 母 ドリーミングバード 母母 イ チ ノ ト リ ６戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔出走取消〕 ソーマサイト号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 トーセンレジェンド号・ミラクルワウ号・ヨシノヒメ号
（非抽選馬） ４頭 ケンブリッジマイア号・フジミライ号・フレッシュチェリー号・マイネケーニギン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０６２ ６月４日 曇 良 （１８東京３）第６日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

７１３� ブレンティナ 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳�大東牧場 戸田 博文 米 Windwoods
Farm ４６８＋ ２１：２７．３ １１５．９�

１２ � シベリアンスパーズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二藤田与志男氏 昆 貢 米 Jayeff B
Stables B４２６－ ２ 〃 ハナ ２．８�

３６ ウエスタンハイパー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲大野 拓弥西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４６４－ ４１：２７．５１� １３４．２�

２３ � ディレットーレ 牡３青鹿５６ 武 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６２± ０１：２７．７１ ７．３�
７１４ エールスタンス 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４２６－ ２ 〃 ハナ ２４．５�
６１１� バルバレスコ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４８０± ０１：２８．２３ ７．３�
４７ マンノダイヤモンド 牝３栗 ５４ 北村 宏司萬野 順啓氏 本間 忍 新冠 若林牧場 ４４４＋ ４１：２８．４１	 １０．７	
２４ � シンボリファン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada ４６２－ ４１：２８．７２ ８２．９

１１ �
 ユキノサンシャイン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎井上 基之氏 中野渡清一 新冠 畔柳 作次 ４９８－ ２１：２８．８� ３．３�
５９ クロワシジョー 牡３青鹿５６ 柴山 雄一河内 孝夫氏 堀 宣行 新冠 中地 康弘 ４９０－ ８１：２９．０１ １３３．９�
８１５� ケンブリッジウィン 牡３黒鹿５６ 村田 一誠谷口 貞保氏 後藤 由之 新冠 グラッドホースパーク ４４４＋ ８１：２９．５３ ３９６．６
４８ サクセスストーリー 牡３栗 ５６ 中谷 雄太加藤 信之氏 高市 圭二 三石 中村 和夫 ５００＋ ５１：２９．７１	 ６７．１�
３５ � ミスティアスガイ 牡３黒鹿５６ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 門別 大矢牧場 ４３６－ ２１：３０．２３ ２２７．５�
６１２� サンダードルフィン �３鹿 ５６ 後藤 浩輝若� 三郎氏 坂本 勝美 三石 澤田 嘉隆 ４９０＋ ６ 〃 クビ ７６．９�
５１０�
 コウチシルバー 牡３芦 ５６ 吉田 豊細谷よしの氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ５４０－１８１：３０．３クビ ８２．７�
８１６� パタゴニアウインド 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ９．８�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１９４，０００円 複勝： ２８，１６５，３００円 枠連： ３６，４１０，７００円

普通馬連： １０１，８９６，７００円 馬単： ９７，８２７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７３６，７００円

３連複： １２９，０７０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４４３，３０１，５００円

払 戻 金

単 勝 � １１，５９０円 複 勝 � １，４５０円 � １６０円 � ３，６５０円 枠 連（１－７） １，４３０円

普通馬連 �� １１，８９０円 馬 単 �� ４２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２２０円 �� ７９，０８０円 �� ５，７４０円

３ 連 複 ��� ４１５，９６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１９４０ 的中 � １５０９（１２番人気）
複勝票数 計 ２８１６５３ 的中 � ４０５１（１１番人気）� ６８９８４（１番人気）� １５５７（１５番人気）
枠連票数 計 ３６４１０７ 的中 （１－７） １８７９５（６番人気）
普通馬連票数 計１０１８９６７ 的中 �� ６３２６（２８番人気）
馬単票数 計 ９７８２７７ 的中 �� １７０６（７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７３６７ 的中 �� ３１３１（２０番人気）�� ８５（１１１番人気）�� １１８７（４１番人気）
３連複票数 計１２９０７０４ 的中 ��� ２２９（２９０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．６―１２．６―１３．０―１２．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．４―４８．０―１：０１．０―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブレンティナ �
�
父 El Corredor �

�
母父 It’s Freezing デビュー ２００６．２．２５ 中山１１着

２００３．３．１４生 牝３鹿 母 Frigidette 母母 Princess Met ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 ユキノサンシャイン号の騎手田中剛は，第５日第４競走での負傷のため小野次郎に変更。

ウエスタンハイパー号の騎手的場勇人は，第５日第１競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
〔３走成績による出走制限〕 パタゴニアウインド号は，平成１８年７月４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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エイワンスター号・サツキイーグル号・リュウアポロン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０６３ ６月４日 曇 良 （１８東京３）第６日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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 ６２５，０００
６２５，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１６� シュヴァルドール 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰寿 白老 白老ファーム ４４４－ ４１：３６．１ ２．０�

３５ � ダイワアデオス 牡３鹿 ５６ 四位 洋文大城 敬三氏 増沢 末夫 追分 追分ファーム ５３６± ０１：３６．４１� ５．７�
４８ 	 レインボージャック 牡３栗 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Airlie Stud ４８６＋１２ 〃 クビ ６．６�
６１１� ナムラバンダム 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 バンダム牧場 ４１８＋ ２１：３６．６１
 ５．０�
８１７� アーズドール 牝３栗 ５４

５２ △吉田 隼人 �サンデーレーシング 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４１４－１０ 〃 同着 １９５．２�
５１０� トシノオスカー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人�水 秋則氏 平井 雄二 平取 加納牧場 ４１４＋ ４１：３６．７クビ １７３．３	
７１３� ショウナンタイトル 牡３黒鹿５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４９０－１６ 〃 アタマ ４９．８

３６ � ト ピ ア リ ー 牝３栗 ５４ 木幡 初広島田 久氏 根本 康広 三石 沖田 忠幸 ４６０＋１４１：３６．９１ ２９．８�
１１ オヤマエルニーニョ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義木下 秀一氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 ４５０－１０ 〃 クビ １３１．２�
２３ � ウインレボルシオン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣ウイン 高市 圭二 新冠 ヤマオカ牧場 ５２０ ―１：３７．２１� ３０．０�
７１５� エーピーモモ 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹 デルマークラブ 藤原 辰雄 新冠 隆栄牧場 ４２６ ― 〃 ハナ ６５．８�
２４ 	 コスモセドナ 牝３栗 ５２

４９ ▲佐藤 聖也 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 豪 Mrs S Suduk ４４４＋ ２１：３７．６２
 ２１．７�
７１４ アマゾンリブ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一大原 詔宏氏 清水 英克 静内 田中 裕之 ４５２－ ８１：３７．７� ５６３．１�
６１２� エプソムメガミ 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮 ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 新冠 芳住 革二 ４６８－ ２１：３７．８
 １７０．３�
１２ スキンファクシ �３鹿 ５６

５４ △丹内 祐次加藤 信之氏 西塚 安夫 穂別 大頭 忠典 ４２６－ ６１：３７．９� ４２３．８�
５９ オンワードジョイ 牡３栗 ５６ 加藤士津八オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ４３６．８�
８１８� ヒカルラフィーネ 牝３芦 ５４ 田中 勝春�橋 京子氏 本間 忍 白老 白老ファーム ４５０ ―１：３８．０クビ ４１．２�
４７ 	 ビューファインダー 牝３栗 ５２ 横山 典弘吉田 和美氏 小島 茂之 豪 Arrowfield Shadai

Joint Venture ４３６ ―１：３９．１７ ５０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，３７１，０００円 複勝： ３５，９５１，８００円 枠連： ４０，８１０，４００円

普通馬連： １３３，７０５，５００円 馬単： １２０，６４４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，２６８，８００円

３連複： １５２，２０３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５４７，９５５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（３－８） ４５０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ３１０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２３７１０ 的中 � １３０６２５（１番人気）
複勝票数 計 ３５９５１８ 的中 � １１６６４０（１番人気）� ４１９６６（４番人気）� ４５２９１（３番人気）
枠連票数 計 ４０８１０４ 的中 （３－８） ６８３００（２番人気）
普通馬連票数 計１３３７０５５ 的中 �� １３６４９６（３番人気）
馬単票数 計１２０６４４８ 的中 �� ７７２８６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２２６８８ 的中 �� ２１１０６（３番人気）�� ２７８２７（２番人気）�� １５０９６（６番人気）
３連複票数 計１５２２０３６ 的中 ��� ７７９８７（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．６―１２．５―１２．６―１１．９―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．２―４７．７―１：００．３―１：１２．２―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シュヴァルドール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．５．２１ 東京２着

２００３．４．２６生 牡３栗 母 ア セ マ 母母 Lady of the Light ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 コスモセドナ号の騎手佐藤聖也は，３コーナー通過後に内側に斜行し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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ウインヴィーナス号・グレートアドミラル号・コスモヘルシャフト号・ハセノテンマ号・パブリッシャー号
（非抽選馬） ４頭 ウェルカムフラワー号・テイエムマーチ号・ベリーメリーホーク号・マイネルマルス号



１４０６４ ６月４日 曇 良 （１８東京３）第６日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

８１７�� シャチョマンユウキ 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �ビッグレッドファーム 成島 英春 静内 上野 喜代一 ４５４＋ ４２：０１．８ ３．４�

３６ キングアーサー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５４８ ―２：０２．３３ ５．２�
１２ ド マ ー ニ 牡３鹿 ５６ 武 豊藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－ ２２：０２．６２ ２．７�
５１０ マイネルファッシノ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 門別 棚川牧場 ４８２± ０２：０３．０２� ６．５�
（大井）

６１２� オナーズヘイロー 牡３芦 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 谷原 義明 様似 松田 豊和 ４６２± ０２：０３．３１	 １８７．６�
４７ � パ ナ ッ ク ス 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二落合 莞
氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ １２２．４	
６１１� スピアスピーク 牡３鹿 ５６ 小野 次郎泉 俊二氏 石毛 善彦 静内 野坂牧場 ４８２－ ６ 〃 クビ ４０．８

８１６ マイスターキング 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一穴澤 正氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５１２ ― 〃 ハナ ２８４．６�
３５ � クリイースト 牝３栗 ５４ 小林 淳一 �ユートピア牧場 土田 稔 三石 前川 正美 ４８８ ―２：０３．６１	 ５７．５�
２３ � フレーミングライフ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司岡田 牧雄氏 坂本 勝美 浦河 木戸口 昌治 ５００－ ４２：０３．７� １２．３
８１５ ジョージョーカズン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠齊藤四方司氏 栗田 博憲 門別 下河辺牧場 ４６２－ ４２：０３．９１� ２３１．６�
５９ � コスモミエーレ 牡３栗 ５４

５３ ☆津村 明秀 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新 Barnaby
& Co Ltd ４５４－ ２２：０４．４３ １７５．６�

７１３� ブルービッグベン 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �荻伏レーシング・クラブ 武藤 善則 新冠 川上 悦夫 ４７８ ―２：０４．６１� ８１．２�
４８ ミヤコノアドミラル 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己吉田喜代司氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ４８８－ ８２：０５．０２� １７．０�
２４ �� スガノブライアン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹菅原光太郎氏 笹倉 武久 浦河 谷川牧場 ４９４－ ６２：０５．６３� １７２．８�
１１ マイティジャン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義齊藤四方司氏 藤原 辰雄 静内 千代田牧場 ４６２± ０２：０６．１３ ９４．１�
７１４� カトリーヌシェアー 牝３鹿 ５４

５２ △吉田 隼人�ジェイアール 河野 通文 門別 中原牧場 ４４４± ０２：０６．７３� １５０．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３１，０５６，４００円 複勝： ３７，３９２，０００円 枠連： ３３，０９９，２００円

普通馬連： １２４，８２６，１００円 馬単： １２２，３２２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，２３６，８００円

３連複： １５１，９２４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５３２，８５７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １２０円 枠 連（３－８） １，０８０円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１０５６４ 的中 � ７２４３７（２番人気）
複勝票数 計 ３７３９２０ 的中 � ７８３２５（２番人気）� ３６９１２（４番人気）� １０２４４０（１番人気）
枠連票数 計 ３３０９９２ 的中 （３－８） ２２６１９（５番人気）
普通馬連票数 計１２４８２６１ 的中 �� ６１５８６（６番人気）
馬単票数 計１２２３２２１ 的中 �� ３２６３１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２２３６８ 的中 �� １３０２２（６番人気）�� ３９６６９（１番人気）�� １８２９５（４番人気）
３連複票数 計１５１９２４９ 的中 ��� ９８０４６（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１１．６―１２．５―１２．６―１２．４―１２．４―１２．１―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３５．８―４８．３―１：００．９―１：１３．３―１：２５．７―１：３７．８―１：４９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．１

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

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

�
�
シャチョマンユウキ �

�
父 ニューイングランド �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００６．４．２ 中山２着

２００３．５．２６生 牡３栗 母 メジロジュリアン 母母 メジロパンテーラ ４戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
※出走取消馬 シンボリスペクター号（疾病〔左肩跛行〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 シルクリベラル号・ライフセイバー号・ローテローゼ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０６５ ６月４日 曇 良 （１８東京３）第６日 第５競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１６ プロセッション 牡３鹿 ５６ 武 豊吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４４４－１０１：１９．０ ４．４�

７１４� トーホウカウンター 牝３栗 ５４ 四位 洋文東豊物産� 戸田 博文 浦河 吉田 隆 ４４６± ０１：１９．２１� ９．９�
８１５ ルックアミリオン 牝３栗 ５４ 柴山 雄一竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ４４４＋ ２１：１９．３クビ ６．３�
３５ � ビ ー ボ ー ン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一伊達 秀和氏 中川 公成 門別 サンシャイン

牧場 ４６０＋ ４１：１９．８３ ９．８�
１２ バ リ オ ン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４４２－ ６１：１９．９クビ ５．７�
７１３	 エステームシチー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 英 Dragon’s

Stud ４７０＋ ８ 〃 クビ １０．２�
６１２� タケデンタンゴ 牝３青 ５４ 高橋 智大武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 ４５４＋ ４１：２０．５３� ７３．３	
２４ � ス パ イ シ ー 牝３栗 ５４ 吉永 護加藤 峰男氏 吉永 正人 豊浦 飯原牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ ９１．７

２３ �
 ミヤギノサクラ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三菅原 光博氏 笹倉 武久 静内 前谷 武志 ４６２－ ４１：２０．９２� ２０９．１�
４８ � エイコーロマン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４８０－ ８１：２１．０� １６５．１�
５９ � ステラディクオーレ 牡３青鹿５６ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３２＋ ２１：２１．１� ３．１
３６ � ジャスミンフレイズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４８０＋１２１：２１．５２� １７２．５�
１１ � ミズサワゲンキ 牡３鹿 ５６ 池田 鉄平�畠山牧場 畠山 重則 浦河 浦河土肥牧場 ４３２± ０１：２１．８２ ２８０．１�
６１１	 アポロマグナム 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米 John D.

Gunther ５０４＋ ２１：２２．７５ １０４．０�
４７ シンボリカッシーニ 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮シンボリ牧場 境 征勝 門別 和田農林（有） ４５０± ０１：２２．９１� ２２９．５�
５１０ ブンブンブン 牝３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４６０－１０１：２３．５３� ６１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６２１，３００円 複勝： ３８，６７９，５００円 枠連： ３８，７５７，２００円

普通馬連： １３１，６８４，８００円 馬単： １２１，５９９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，８６９，３００円

３連複： １５７，８２４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５４６，０３６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ３１０円 � ２３０円 枠 連（７－８） ６４０円

普通馬連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ７２０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ３，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５６２１３ 的中 � ４６７４３（２番人気）
複勝票数 計 ３８６７９５ 的中 � ６２２４３（２番人気）� ２９７８５（７番人気）� ４４４３０（４番人気）
枠連票数 計 ３８７５７２ 的中 （７－８） ４４８５０（２番人気）
普通馬連票数 計１３１６８４８ 的中 �� ４０７６７（１２番人気）
馬単票数 計１２１５９９６ 的中 �� ２４２１４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１８６９３ 的中 �� ７７４８（１５番人気）�� １１２００（８番人気）�� ７６５９（１６番人気）
３連複票数 計１５７８２４７ 的中 ��� ２９６５２（１７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．０―２９．４―４１．４―５４．０―１：０６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロセッション �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１０．３０ 東京３着

２００３．４．９生 牡３鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット ３戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブンブンブン号は，平成１８年７月４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１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アレクシオス号・アンバージャック号・イブキゴルゴ号・ウイニングヒット号・ウインブラッド号・

エプソムメサイア号・クーデュパン号・サトノスローン号・シゲルサンダーアイ号・シャドウダスター号・
スズカイーグル号・ビッグユニット号・ビートザディーラー号・プライベートプラン号・ブラックシチー号・
モンテチェリー号・リキアイカザン号・リワードアロン号・レオアスカ号



１４０６６ ６月４日 曇 良 （１８東京３）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時５０分 （ダート・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．５．６以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３５ ソフトパワー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４９４－ ４１：３８．８ ４．６�

８１６� サンデーコバン 牡４青鹿 ５７
５５ △吉田 隼人長谷川兼美氏 小島 茂之 門別 野木山 博 ４９０－１０１：３９．０１� １０．２�

４８ 	 ハリアーズリベンジ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信藤田与志男氏 武藤 善則 米 Berkshire
Stud B４４８± ０１：３９．５３ ２０．１�

５１０
 ペ イ デ イ �４栗 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４７８± ０１：３９．７１� ６．９�
７１３� スウィープアロング 牡５栗 ５７

５４ ▲塚田 祥雄 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ５００＋ ６１：３９．８ １２０．８�
３６ 	� メテオグローリー 牡４栗 ５８ 内田 博幸サウスニア� 藤沢 和雄 愛

King Blood-
stock and R.
Scarborough

５４２± ０１：４０．０１ １．６	
（大井）

６１１
� バックスラッシュ 牡７鹿
５７
５６ ☆津村 明秀薗部 博之氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８ 〃 ハナ ３３５．４


８１５�� グロリアスヴュー 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 門別 槇本牧場 ４７２－ ３ 〃 ハナ １２２．７�

４７ � ナウシカトウショウ 牝５鹿 ５５
５２ ▲田中 博康トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４４０＋１２１：４０．１ ４４７．８�
２３ 
 ミリオンナイト 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース小桧山 悟 早来 吉田牧場 ５４６－１１１：４０．２クビ ９２．３
１１ � グリーンカイザー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司エスケー貿易� 池上 昌弘 早来 �橋本牧場 ５２８－ ４ 〃 ハナ １０３．２�
６１２ ブルーアドミラル 牡５栗 ５７ 大庭 和弥 �荻伏レーシング・クラブ 嶋田 功 静内 片岡牧場 ４７８－ ２１：４０．５１ ６９．２�
２４ ジェイケイワンダー 牡４栗 ５７ 蛯名 正義小谷野次郎氏 中川 公成 静内 藤川フアーム ４８０＋ ６１：４０．７１� ５７．５�
７１４	� ヨシインクレデブル 牡４栗 ５７ 柴田 善臣田辺 喜彦氏 石毛 善彦 米

Ballycapple &
Highland
Farms LLC

５１６－１１１：４０．８� ４４．１�
５９ �
 ミオラシオン 牡５鹿 ５７ 吉田 豊細谷 典幸氏 高橋 裕 浦河 宮内牧場 B４９２－ ８１：４０．９ １３１．８�
１２ � キングロード 牡４鹿 ５７

５４ ▲大野 拓弥大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 坂本 春雄 ４８０－ １ 〃 ハナ １５１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，８７９，０００円 複勝： ３５，７９３，２００円 枠連： ４１，４２０，０００円

普通馬連： １４３，９６０，８００円 馬単： １５９，０２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，０７５，５００円

３連複： １８７，１１５，７００円 ３連単： 発売なし 計： ６３７，２７３，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � ３６０円 枠 連（３－８） ５７０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ３，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ７８０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ５，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１８７９０ 的中 � ５４６６６（２番人気）
複勝票数 計 ３５７９３２ 的中 � ６４１３２（２番人気）� ３４５１１（４番人気）� ２３０９７（５番人気）
枠連票数 計 ４１４２００ 的中 （３－８） ５３７３８（３番人気）
普通馬連票数 計１４３９６０８ 的中 �� ６４１９８（６番人気）
馬単票数 計１５９０２９４ 的中 �� ３６７４６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８０７５５ 的中 �� １６９０７（６番人気）�� １２０９４（９番人気）�� ６９２９（１１番人気）
３連複票数 計１８７１１５７ 的中 ��� ２５８２５（１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．８―１２．４―１３．１―１２．７―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．６―４８．０―１：０１．１―１：１３．８―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソフトパワー �
�
父 ア サ テ ィ ス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００４．１１．７ 東京１着

２００２．３．１８生 牡４鹿 母 トーシンチャーム 母母 マイコマドンナ １１戦２勝 賞金 ２３，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 クリアーガブリン号・コングレス号・シルクアグレッシヴ号・シルクマニフェスト号・ダイゴキリンジ号・

ヤマニンペルセウス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０６７ ６月４日 曇 良 （１８東京３）第６日 第７競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （芝・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．５．６以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

６１０� メジロコルセア 牡４鹿 ５７ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 B４７２± ０２：２６．９ ６．１�

１１ � オンリーワンクロス 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム ４４０± ０２：２７．１１ ８．５�
４６ ネヴァートルネード 牡４鹿 ５７ 武士沢友治�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４４８＋ ４ （降着） １１．２�
８１４ ロックスピリッツ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４６０－ ４２：２７．３１� ２．８�
３４ 	 マイネシャローナ 牝４鹿 ５５

５３ △丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン �田 研二 様似 �村 伸一 ４５４＋ ４２：２７．９３� ２２．６	

２２ 	
 ファントムオペラ �５鹿 ５７ 柴山 雄一ジョイ・レースホース� 上原 博之 門別 外舘 万明 ４８４＋ ４ 〃 アタマ ７９．５

７１２�
 シンボリユタカオー �７栗 ５７

５４ ▲田中 博康シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４６２－ ８２：２８．０クビ ４．９�
５８ � ヤクモアクティヴ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�山崎牧場 加賀 武見 八雲 山崎牧場 ４９２＋２２ 〃 アタマ ８７．３�
３３ � シベリアンエンゼル 牡５鹿 ５７

５５ △吉田 隼人藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Yoshio Fujita ４９６± ０２：２８．１ ９．５
５７ � ゼンノホワイト �４鹿 ５７ 石橋 脩大迫久美子氏 高橋 祥泰 浦河 信岡牧場 ４９６＋ ４２：２８．３１� ３８．８�
６９ �
 カンファーマックス �４青鹿５７ 菊沢 隆徳奥村 清晴氏 石栗 龍彦 早来 田口 廣 ４７８＋ ８２：２８．９３� ８１．５�
８１３ シルクバッカス 牡４黒鹿５７ 田中 勝春有限会社シルク河野 通文 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８０－ ６２：２９．０� １３．６�
４５ � ヴイトゥリー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸木浪 巖氏 岩戸 孝樹 静内 西川富岡牧場 ５３２＋ ６２：２９．５３ ２７．２�

（大井）

７１１� ウインクポラリス 牝４鹿 ５５
５２ ▲佐藤 聖也�見上牧場 佐藤 全弘 静内 見上牧場 ４６８＋１０２：３０．３５ ２７８．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，５６９，８００円 複勝： ３１，９３６，５００円 枠連： ４５，５９８，３００円

普通馬連： １５１，８０１，５００円 馬単： １２４，７８１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，８５０，１００円

３連複： １７２，６８８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５８６，２２６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２８０円 � ３３０円 � ３７０円 枠 連（１－６） ３，０３０円

普通馬連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ４，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� １，２８０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ８，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４５６９８ 的中 � ３１８７１（３番人気）
複勝票数 計 ３１９３６５ 的中 � ３１５６０（３番人気）� ２５８８５（５番人気）� ２２１４６（６番人気）
枠連票数 計 ４５５９８３ 的中 （１－６） １１１２３（１４番人気）
普通馬連票数 計１５１８０１５ 的中 �� ４３８２４（１２番人気）
馬単票数 計１２４７８１９ 的中 �� １９６８１（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４８５０１ 的中 �� ９２８６（１１番人気）�� ６６９６（１８番人気）�� ６９０７（１６番人気）
３連複票数 計１７２６８８４ 的中 ��� １４５９９（３２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．５―１２．５―１２．１―１２．６―１２．４―１２．５―１２．６―１１．７―１１．８―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�
１２．４―２３．９―３６．４―４８．９―１：０１．０―１：１３．６―１：２６．０―１：３８．５―１：５１．１―２：０２．８―２：１４．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メジロコルセア �
�
父 メジロライアン �

�
母父 パ ー ソ ロ ン デビュー ２００４．１０．１０ 東京２着

２００２．３．２４生 牡４鹿 母 メジロビユーテイー 母母 メジロナガサキ ９戦２勝 賞金 １５，２００，０００円
〔降着〕 ネヴァートルネード号は，１位〔タイム２分２６秒９，２位との着差ハナ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「オンリーワンクロス」号の走行を妨害したため３着に降着。
〔制裁〕 ネヴァートルネード号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成１８年６月１０日から

平成１８年６月１８日まで騎乗停止。
〔３走成績による出走制限〕 ウインクポラリス号は，平成１８年７月４日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０６８ ６月４日 曇 良 （１８東京３）第６日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・左）

牝，４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．５．６以降４歳１，０００・５歳
以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�
増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

２３ サ ヨ ウ ナ ラ 牝５栗 ５５ 安藤 勝己小田切有一氏 谷 潔 門別 下河辺牧場 ４７４＋ ６１：３７．６ ３．３�

６１１ フロムアップランド 牝５鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 追分ファーム ４９２－ ２１：３８．１３ ４．２�
（大井）

４７ シュウザンアイ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣平 正幸氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ２６．４�
７１３�� デュアルライフ 牝８鹿 ５５ 北村 宏司小林 薫氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ５００＋ ２１：３８．３１ ２１３．１�
７１４ スプリングボード 牝６栗 ５５ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 原 光彦 ４６４－ ６ 〃 アタマ １５．０�
６１２� オポテューニティ 牝４鹿 ５５

５３ △吉田 隼人平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４８４± ０１：３８．５１� １８０．７	
５１０ ラ ン タ ナ 牝４栗 ５５

５２ ▲塚田 祥雄永野千枝子氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４３２＋１２１：３８．６� １５．０

５９ ギミーシェルター 牝５鹿 ５５ 武 豊池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：３８．７� ４．３�
４８ � ミヤビアゼリア 牝５黒鹿５５ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ８４．５�
８１５ アイシースズカ 牝６黒鹿５５ 田中 勝春永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５６＋ ６ 〃 クビ ３８．８
１１ マダムチェロキー 牝５鹿 ５５

５４ ☆津村 明秀�市川ファーム 宮 徹 浦河 山下 恭茂 ４４２－ ４１：３８．９１� ３６．３�
２４ エリモジェンヌ 牝６鹿 ５５ 福永 祐一山本 敏晴氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４５０＋１２１：３９．０� １０５．２�
１２ � グ リ シ ー ナ 牝５鹿 ５５ 五十嵐雄祐田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 浦河山口牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ９８．１�
３５ ケイパブルバイオ 牝５栗 ５５

５２ ▲大野 拓弥バイオ� 領家 政蔵 新冠 早田牧場新
冠支場 ４３２－ ８１：３９．３１	 ４６．７�

８１６ フレンチビキニ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ ９．２�
３６ アイアムアドーター 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７８＋ ２１：３９．４	 １１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，５１９，４００円 複勝： ５０，５２９，８００円 枠連： ５０，９８４，６００円

普通馬連： ２３４，７３７，９００円 馬単： １７９，４７１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，１２５，２００円

３連複： ２６７，３３７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ８６８，７０５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ４３０円 枠 連（２－６） ５７０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ９４０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ３，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３５５１９４ 的中 � ８６５９４（１番人気）
複勝票数 計 ５０５２９８ 的中 � １２０１９８（１番人気）� ９７７７９（２番人気）� ２１２６９（７番人気）
枠連票数 計 ５０９８４６ 的中 （２－６） ６６４１１（２番人気）
普通馬連票数 計２３４７３７９ 的中 �� ２９４１０８（１番人気）
馬単票数 計１７９４７１３ 的中 �� １１０４２６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０１２５２ 的中 �� ５０９７４（１番人気）�� １２２７０（９番人気）�� ７８４４（１８番人気）
３連複票数 計２６７３３７７ 的中 ��� ５２３１４（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．７―４８．０―１：００．６―１：１３．１―１：２５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０
３ ・（２，１１）１２（６，１６）（５，９）３，１（４，１４）（８，１０）１３－７－１５ ４ ・（２，１１）１２（６，１６）（５，９）３（１，１４）（４，１０）８，１３－７，１５

勝馬の
紹 介

サ ヨ ウ ナ ラ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Nureyev デビュー ２００４．１．１２ 京都５着

２００１．５．８生 牝５栗 母 ソウスマッグ 母母 Smuggly ２３戦４勝 賞金 ５４，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時５５分に変更。
〔騎手変更〕 ケイパブルバイオ号の騎手的場勇人は，第５日第１競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アルファーワン号・オンワードミシェル号・グリーディー号・スペースウーマン号・ナムラハトル号・

ハニーハント号・ホワイトピクシイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０６９ ６月４日 曇 良 （１８東京３）第６日 第９競走 ��
��１，４００�

わ か あ ゆ

若 鮎 賞
発走１４時２５分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．１
１：１９．０

良

良

８１８ フィンマックール 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝伊藤 伸一氏 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ４７８＋ ４１：２３．０ ４７．８�

１２ ナカヤマパラダイス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 静内 北洋牧場 ４６４＋ ２１：２３．２１� ４．３�
５９ アドマイヤダーリン 牡３栃栗５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９２± ０ 〃 ハナ １３．９�
３６ � メジロボンズ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ １２．１�
７１５� マイネルスカット 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ４７８－ ４１：２３．４１� ９１．６�
６１２� シュトラウス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�瀬 真尚氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４２０－ ４１：２３．６１� ５．１�
２４ � ヒカルルージュ 牝３鹿 ５４ 武 豊高橋 光氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 ４２４－ ６１：２３．８１ ６．７	
８１７ シュウザンジャンプ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎平 正幸氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ４６６＋ ８ 〃 同着 １４２．２

４７ 	 ビートザディーラー 牡３青鹿５６ B．プレブル �グリーンファーム 加藤 征弘 米 Patricia

Youngman ４４０± ０ 〃 ハナ ３８．５�
（香港）

５１０ ネヴァフール 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�ティーエイチ 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４９８－ ２１：２３．９クビ １５２．６�
７１４ トーセンエックス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人島川 哉氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４６６± ０１：２４．１１� ４．７�
８１６	 イイデチェロキー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �アールエスエーカントリ北出 成人 米 Grousemo

nt Farm ４５８＋ ２１：２４．３１ １８．３�
２３ プレシャスドロップ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド ４２０± ０ 〃 クビ ９８．６�
４８ ゴーファイトウィン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４２６－ ８１：２４．４クビ ８．６�
３５ � イッツソークール 牡３青鹿５６ 蛯名 正義林 邦良氏 小島 茂之 浦河 高野牧場 ４６８－ ８１：２４．５
 ５３．１�
７１３ ジェイケイボストン �３黒鹿５６ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８４－ ４ 〃 ハナ ６７．０�
６１１�� キョウエイプルート 牡３栗 ５６ 内田 博幸田中 晴夫氏 渡部 則夫 新冠 �渡 信義 ４１８－ ３１：２４．７１� １３６．０�

（大井） （大井）

１１ � スミノバンビーナ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次長井 純一氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４６０± ０ 〃 アタマ ５０．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，２９３，７００円 複勝： ５４，１６２，５００円 枠連： ５９，２６０，０００円

普通馬連： ２６６，８１０，５００円 馬単： １６７，８４６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，４４８，１００円

３連複： ２１５，０７７，８００円 ３連単： ４５５，７６３，０００円 計： １，３０９，６６２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４，７８０円 複 勝 � １，０５０円 � ２４０円 � ３８０円 枠 連（１－８） ３，２６０円

普通馬連 �� １４，８３０円 馬 単 �� ３４，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，０７０円 �� ６，０６０円 �� １，８３０円

３ 連 複 ��� ５０，０６０円 ３ 連 単 ��� ５１４，３１０円

票 数

単勝票数 計 ３７２９３７ 的中 � ６１６０（１０番人気）
複勝票数 計 ５４１６２５ 的中 � １１５９８（１０番人気）� ７０２４５（４番人気）� ３７０５８（６番人気）
枠連票数 計 ５９２６００ 的中 （１－８） １３４２５（１７番人気）
普通馬連票数 計２６６８１０５ 的中 �� １３２７８（３７番人気）
馬単票数 計１６７８４６９ 的中 �� ３６３３（８９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３４４８１ 的中 �� ２５７６（４９番人気）�� ２１４８（６０番人気）�� ７３２８（２２番人気）
３連複票数 計２１５０７７８ 的中 ��� ３１７１（１３２番人気）
３連単票数 計４５５７６３０ 的中 ��� ６５４（１１０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．６―４８．０―５９．５―１：１１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３５．０
３ ２，１８，６（７，１０）（３，１４）８（４，１３）５（９，１６）１５，１（１２，１１）１７ ４ ・（２，１８）（６，１０）（７，１５）（１４，１６）（３，８）（１３，９）（４，１７）（５，１２）（１，１１）

勝馬の
紹 介

フィンマックール �
�
父 オ ー ス �

�
母父 スマコバクリーク デビュー ２００５．１１．６ 京都３着

２００３．３．２８生 牡３黒鹿 母 ミススマコバ 母母 キユーテイハニー ８戦２勝 賞金 １９，７９７，０００円
※ビートザディーラー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０７０ ６月４日 曇 良 （１８東京３）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下，１７．６．４以降１８．５．２８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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

２４ � モンテタイウン 牡７鹿 ５５ 四位 洋文毛利 喜昭氏 松山 康久 門別 里深 牧場 ４９２－ ２１：３６．７ ７．６�

１２ ベ ル ー ガ 牡５鹿 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４１：３６．９１� １６．６�
６１１ シャーベットトーン 牡４鹿 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 真治 白老 白老ファーム ５０８－ ８ 〃 クビ ９．７�
６１２� パラダイスリヴァー 牡８鹿 ５２ 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新冠 柏木 一則 ４８８－ ４１：３７．０	 ２３６．５�
８１６ メイショウホウオウ 牡５栗 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５４２－ ６ 〃 ハナ １６．８�
８１５ ケージーアジュデ 牡５鹿 ５８ 武 豊川井 五郎氏 梅内 忍 新冠 岩見牧場 ５４０－ ６１：３７．６３	 ７．７�
７１３ タヤスターゲット 牡５栗 ５５ B．プレブル 横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：３７．７	 ４５．６	

（香港）

２３ ビッグシャーク 牡５栗 ５５ 勝浦 正樹�岡 義雄氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ５０４－ ６１：３７．９１ ８５．２

７１４�� ドントコイタカトモ 牡７鹿 ５０ 佐藤 聖也�橋 顕輔氏 二本柳俊一 門別 坂田牧場 B４６６－ ２ 〃 クビ ３１０．０�
３５ エ ミ リ ア 牝６黒鹿５３ 後藤 浩輝�ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 ４６０± ０１：３８．１１� ５．３�
４７ アルドラゴン 牡５栗 ５７ 藤田 伸二�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ５００± ０１：３８．６３ ２．４
３６ 
 シベリアンメドウ 牡７栗 ５１ 吉田 隼人藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Highland

Farms, Inc. ５２４＋ ４ 〃 ハナ １３８．６�
５１０� ナリタキセキボーイ 牡７栗 ５６ 小野 次郎�オースミ 萱野 浩二 浦河 本巣 敦 B５３０－１２ 〃 ハナ １５３．４�
１１ � プリンスコウベ 牡５芦 ５５ 岩田 康誠渡辺 重夫氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５１０＋ ４１：３８．８１� １５．３�
４８ ワンダーハヤブサ 牡５黒鹿５５ 菊沢 隆徳山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 B４８８＋ ４１：３９．３３ ４９．１�
５９ 
 ケイアイカールトン 牡４鹿 ５５ 内田 博幸亀田 守弘氏 松山 康久 米

H. J. Hendricks,
Roger Justice &
Rick Littrell

４９０＋ ４１：３９．７２	 ３０．４�
（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，８７０，３００円 複勝： ７４，０７３，７００円 枠連： ８５，２３８，９００円

普通馬連： ４１０，７７０，４００円 馬単： ２５８，９９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，５５８，９００円

３連複： ３１４，７２７，１００円 ３連単： ６９１，６８７，３００円 計： １，９６３，９１７，４００円

払 戻 金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２５０円 � ４７０円 � ３２０円 枠 連（１－２） ２，７５０円

普通馬連 �� ４，９００円 馬 単 �� ８，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� １，４５０円 �� ２，９９０円

３ 連 複 ��� １６，９４０円 ３ 連 単 ��� ９９，３８０円

票 数

単勝票数 計 ５２８７０３ 的中 � ５５０６８（３番人気）
複勝票数 計 ７４０７３７ 的中 � ８７９０３（３番人気）� ３７５５９（８番人気）� ６０７３０（５番人気）
枠連票数 計 ８５２３８９ 的中 （１－２） ２２９５７（１２番人気）
普通馬連票数 計４１０７７０４ 的中 �� ６１９１９（１９番人気）
馬単票数 計２５８９９０８ 的中 �� ２２２４４（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５５５８９ 的中 �� １０１７０（２２番人気）�� １３０５８（１６番人気）�� ６１４３（３２番人気）
３連複票数 計３１４７２７１ 的中 ��� １３７１６（５６番人気）
３連単票数 計６９１６８７３ 的中 ��� ５１３７（２９０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３４．９―４６．７―５９．１―１：１１．６―１：２４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．６
３ ・（８，７，１１，１５）（１，９，１３，１６）５，１０，６－４（３，１２）２，１４ ４ ８（７，１１）（１，１５，１６）（５，９，１３）（６，１０）４，１２（３，２）－１４

勝馬の
紹 介

�モンテタイウン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 スイフトスワロー デビュー ２００１．１２．９ 中山７着

１９９９．４．１２生 牡７鹿 母 モンテカモン 母母 モンテリヨン ３７戦６勝 賞金 １０８，３０６，０００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。
（非当選馬） １頭 ジュレップ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０７１ ６月４日 晴 良 （１８東京３）第６日 第１１競走
第５６回農林水産省賞典

��
��１，６００�安 田 記 念（ＧⅠ）

発走１５時４０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，３歳５４�４歳以上５８�，牝馬
２�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・アジア・マイル・チャレンジ賞（１着）
賞 品

本 賞 １００，０００，０００円 ４０，０００，０００円 ２５，０００，０００円 １５，０００，０００円 １０，０００，０００円
付 加 賞 ３，７８０，０００円 １，０８０，０００円 ５４０，０００円
生産者賞
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

GⅠレコード

１：３２．０
１：３１．５
１：３２．１

良

良

良

２４ � ブリッシュラック �７鹿 ５８ B．プレブル W．ウォン氏 A．クルーズ 米 Max Morris &
Isabel Morris B５３８ １：３２．６ ６．４�

（Bullish Luck（USA））（香港） （香港）

７１５	 アサクサデンエン 牡７栗 ５８ 藤田 伸二田原源一郎氏 河野 通文 英 Fusao
Sekiguchi ４９２ １：３３．０２
 ２４．５�

８１６� ジョイフルウィナー �６鹿 ５８ D．ビードマン K．コン氏 J．ムーア 豪 F.Farooq ４７２ 〃 ハナ ２１．６�
（Joyful Winner（AUS））（香港） （豪）

１１ ダイワメジャー 牡５栗 ５８ 安藤 勝己大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３４＋ ４１：３３．１クビ ５．８�
１２ ダンスインザムード 牝５青鹿５６ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：３３．３１� ７．３�
７１４ インセンティブガイ 牡５鹿 ５８ 横山 典弘齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：３３．４クビ ２８．２�
４７ 	 シンボリグラン 牡４芦 ５８ 柴山 雄一シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada ５２６＋ ２ 〃 ハナ ５６．８	
８１８ グレイトジャーニー 牡５黒鹿５８ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２± ０１：３３．６１ ４１．４

２３ テレグノシス 牡７鹿 ５８ 武 豊 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４７４－ ６ 〃 アタマ ７．４�
８１７ オレハマッテルゼ 牡６栗 ５８ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７２± ０１：３３．８１� ５．７�
６１１� カ ン パ ニ ー 牡５鹿 ５８ 内田 博幸近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ８ 〃 ハナ ８．５

（大井）

７１３	 エイシンドーバー 牡４栗 ５８ 蛯名 正義平井 豊光氏 湯浅 三郎 米 Columbi-
ana Farm ４４０－ ８１：３３．９ １６９．１�

３６ � ハットトリック 牡５青鹿５８ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 追分 追分ファーム ４８６ １：３４．０
 ９．７�
３５ メイショウボーラー 牡５黒鹿５８ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４９０－ ８１：３４．２１� ５３．５�
５１０� ザ デ ュ ー ク �７鹿 ５８ D．ダン E．ヤウ氏 C．ファウンズ 豪 Caradale

Pty Ltd ５１８ 〃 クビ ８４．６�
（The Duke（AUS）） （香港） （香港）

４８ � フジサイレンス 牡６黒鹿５８ 江田 照男浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４９８－ ２１：３４．４１
 ８７．４�
６１２�� バランスオブゲーム 牡７鹿 ５８ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 ヤマダフアーム ４７４－１０１：３５．４６ ２２．９�
５９ ローエングリン 牡７栗 ５８ 四位 洋文 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：３５．５ １３２．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５２６，２５０，２００円 複勝： ５３９，９０５，３００円 枠連： １，１７５，６６９，０００円

普通馬連： ４，６７８，１４５，３００円 馬単： ２，５４０，５７３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ７６１，９２２，５００円

３連複： ３，８５８，６２８，０００円 ３連単： ７，２７７，７４４，９００円 計： ２１，３５８，８３８，２００円

払 戻 金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２５０円 � ７６０円 � ６６０円 枠 連（２－７） ２，２８０円

普通馬連 �� １２，７７０円 馬 単 �� １９，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６５０円 �� １，４９０円 �� ７，３２０円

３ 連 複 ��� ５６，７３０円 ３ 連 単 ��� ２８８，２７０円

票 数

単勝票数 計５２６２５０２ 的中 � ６５５３２９（３番人気）
複勝票数 計５３９９０５３ 的中 � ６８９１６７（３番人気）� １６８９５０（１１番人気）� ２００８４２（９番人気）
枠連票数 計１１７５６６９０ 的中 （２－７） ３８１７９８（１２番人気）
普通馬連票数 計４６７８１４５３ 的中 �� ２７０４９０（４５番人気）
馬単票数 計２５４０５７３０ 的中 �� ９４７４８（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計７６１９２２５ 的中 �� ５１０８１（４５番人気）�� １２９５４３（１７番人気）�� ２５１９３（７３番人気）
３連複票数 計３８５８６２８０ 的中 ��� ５０２０１（１５７番人気）
３連単票数 計７２７７７４４９ 的中 ��� １８６３２（８１９番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブリッシュラック �
�
父 Royal Academy �

�
母父 Alysheba （２戦１勝 賞金 １１７，７８０，０００円）

１９９９．４．３生 �７鹿 母 Wild Vintage 母母 Vintage

〔制裁〕 ザデューク号の騎手D．ダンは，向正面で外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
ザデューク号の騎手D．ダンは，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００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 オーゴンサンデー号・コスモラブシック号・ダンスインザモア号・ペールギュント号・マルターズホーク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０７２ ６月４日 晴 良 （１８東京３）第６日 第１２競走 ��
��２，０００�

い な む ら が さ き

稲 村 ヶ 崎 特 別
発走１６時２０分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．６．４以降１８．５．２８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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

４８ � チ ョ ウ サ ン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４９４－ ６１：５９．９ ４．５�

２４ シルクエフォート 牡５鹿 ５５ 田中 勝春有限会社シルク池上 昌弘 新冠 早田牧場新
冠支場 ４７６－ ８２：００．０クビ ７．３�

６１１�� エアフォルツァ 牡４鹿 ５４ 四位 洋文 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６４± ０２：００．１� ２０．２�
１２ �	 レイルバード 
７栗 ５５ 後藤 浩輝伊藤 信之氏 坂本 勝美 鵡川 貞広 賢治 ４９０± ０２：００．２� ２１．９�
５９ � チェストウイング 牡５黒鹿５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４５２－ ２ 〃 クビ ４．２�
３６ ピサノパテック 牡４栗 ５６ 内田 博幸市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ４９６－ ６ 〃 ハナ ７．９�

（大井）

６１２ タイムレスワールド 牡７鹿 ５６ 武 豊臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４５８－ ２２：００．３� １７．８	
８１６� リアルコンコルド 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム B４８６＋１６ 〃 クビ ５．８

３５ ペガサスファイト 牡４鹿 ５４ 安藤 勝己�天羽牧場 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４９８－ ４２：００．４クビ ２７．６�
１１ � メジロベネット 牝７鹿 ５４ 高橋 智大�メジロ牧場 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 ４５６＋ ４２：００．６１� ６０．０
４７ � マルタカハーモニー 牡４黒鹿５５ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４６６± ０２：００．７� ３２．８�
５１０ ヤ ナ ギ ム シ 牡７栗 ５４ 岩部 純二落合 莞�氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４９６－ ２２：００．８クビ ３９．４�
７１４� ニシノセレッソ 牡７鹿 ５５ 石神 深一西山 茂行氏 佐藤 吉勝 鵡川 西山牧場 B４６８± ０２：０１．１２ ３９．２�
２３ ロケットパンチ 牡６鹿 ５４ 福永 祐一 �フジワラ・ファーム 的場 均 三石 元茂牧場 B４６２－ ８２：０１．８４ １０６．１�
８１５� マルタカキラリー 牡８黒鹿５２ 吉田 隼人高橋 義和氏 浅野洋一郎 静内 永島農産興業 ４６２± ０２：０２．３３ １１９．９�
７１３�� マイネルポロネーズ 牡５鹿 ５５ 池田 鉄平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 三石 嶋田牧場 ５１２－ ４２：０２．４� ３０７．３�
８１７ ア ル テ シ ア 牝４栗 ５２ 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４２：０４．５大差 １９．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ７４，９００，４００円 複勝： ９４，１８５，０００円 枠連： １１４，０９２，４００円

普通馬連： ４８９，５０７，４００円 馬単： ２７８，８８９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １０１，１７０，２００円

３連複： ３７２，３８４，７００円 ３連単： ７９０，７９３，３００円 計： ２，３１５，９２２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � ２８０円 � ４９０円 枠 連（２－４） １，６８０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ３，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� １，７８０円 �� ３，０３０円

３ 連 複 ��� １３，０１０円 ３ 連 単 ��� ５８，２６０円

票 数

単勝票数 計 ７４９００４ 的中 � １３３７９５（２番人気）
複勝票数 計 ９４１８５０ 的中 � １５５１０９（２番人気）� ８８０５７（４番人気）� ４２６９２（８番人気）
枠連票数 計１１４０９２４ 的中 （２－４） ５０３８７（８番人気）
普通馬連票数 計４８９５０７４ 的中 �� １８４３９３（５番人気）
馬単票数 計２７８８８９４ 的中 �� ５９３９０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０１１７０２ 的中 �� ２９６７５（７番人気）�� １３８８６（１７番人気）�� ８０１４（４０番人気）
３連複票数 計３７２３８４７ 的中 ��� ２１１２９（３８番人気）
３連単票数 計７９０７９３３ 的中 ��� １００１８（１３６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．８―１１．６―１２．１―１２．２―１２．４―１２．２―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．９―３５．７―４７．３―５９．４―１：１１．６―１：２４．０―１：３６．２―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９

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

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

勝馬の
紹 介

�チ ョ ウ サ ン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００４．１２．１２ 中山６着

２００２．２．１８生 牡４鹿 母 ステイヤング 母母 マイプロフィール １０戦３勝 賞金 ４３，５７１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔騎手変更〕 ロケットパンチ号の騎手的場勇人は，第５日第１競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１８東京３）第６日 ６月４日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

３７１，６４０，０００円
４，２００，０００円
２４，４３０，０００円
１，３６０，０００円
５６０，０００円
７，２７０，０００円
４０，８６０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

７０，７１８，０００円
５，７６２，０００円
１，９８９，７００円

勝馬投票券売得金
９１７，８１９，６００円
１，０５１，１５７，２００円
１，７５２，３７５，８００円
６，９６６，１５１，２００円
４，２７６，６９９，９００円
１，２６７，３４３，４００円
６，１０８，１４２，８００円
９，２１５，９８８，５００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 ３１，５５５，６７８，４００円

総入場人員 ７０，２２０名 （有料入場人員 ６８，１０６名）




