
１４０７３ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第１競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１１ � トーセンマキシマム 牡３栗 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４６８－１０１：１９．６ ２．７�

８１５� フリーアディション 牡３黒鹿５６ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 米 Manga-
naro LLC ５５４－ ２１：１９．８１� ９．６�

５９ シルクセイラー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ５３０± ０ 〃 ハナ ２．９�
４８ ノムクルーズ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４７２－ ６１：２０．０１ ５．３�
５１０ ケージーファントム 牡３栗 ５６

５５ ☆大野 拓弥川井 五郎氏 菊川 正達 三石 松本牧場 ４７４ ―１：２０．６３	 ２１５．１�
３６ ナイスセレクトワン 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人鈴木 伸昭氏 的場 均 新冠 高瀬牧場 ５２６ ―１：２１．０２	 １６３．７�
８１６ イメージボックス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸大原 詔宏氏 土田 稔 静内 田中 裕之 ４８０－ ６１：２１．１
 １９．１	

（大井）

２４ コアレススイフト 牡３鹿 ５６ 田中 剛小林 昌志氏 
田 研二 平取 コアレススタッド ４６８＋ ６１：２１．３１� ６２．８�
７１４ マルターズダコダ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海藤田与志男氏 斎藤 誠 新冠 村上 雅規 B４７２＋ ２１：２１．５１ ２９．１�
４７ ビューティブロンド 牝３栗 ５４ 横山 典弘飯田 政子氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４１４＋ ６１：２１．６
 ２１．９
２３ ディスパージョン 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４６０－ ２１：２１．９１
 ３３．０�
６１１ キングオーサム 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人�宮内牧場 小林 常泰 浦河 宮内牧場 ４６６－ ４１：２２．６４ ３７．２�
７１３ フォーリアキング 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４４０－ ８１：２２．７	 ３２２．６�
３５ � サンタバーバラ 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 博康岡田 牧雄氏 佐々木亜良 門別 インターナシヨナル牧場 ４８２＋ ２１：２３．２３ ２０３．９�
１２ アミスターデ 牝３青鹿５４ 土谷 智紀�ターフ・スポート古賀 慎明 静内 出羽牧場 ４１８＋ ６１：２３．６２	 ８５．１�
６１２�� コレクトスライサー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 福岡 光夫 B４３２－ ８１：２３．７クビ １６５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８１２，４００円 複勝： ２６，０２９，９００円 枠連： ２６，１０４，３００円

普通馬連： ８７，７９３，０００円 馬単： ７９，７６６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７７１，０００円

３連複： １１７，０８５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３８５，３６１，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � １２０円 枠 連（１－８） ８１０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ２１０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８１２４ 的中 � ６００３８（１番人気）
複勝票数 計 ２６０２９９ 的中 � ６２２４９（２番人気）� ２１２２７（４番人気）� ７２６８８（１番人気）
枠連票数 計 ２６１０４３ 的中 （１－８） ２４０６１（４番人気）
普通馬連票数 計 ８７７９３０ 的中 �� ５３２６５（４番人気）
馬単票数 計 ７９７６６１ 的中 �� ２８８０８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７７１０ 的中 �� １９４１６（４番人気）�� ４１７８３（１番人気）�� １１０６３（５番人気）
３連複票数 計１１７０８５２ 的中 ��� ６８４６１（２番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．６―１２．５―１２．５―１２．０―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．８―２９．４―４１．９―５４．４―１：０６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トーセンマキシマム �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００６．１１．１１ 東京６着

２００４．３．２０生 牡３栗 母 ザラストドロップ 母母 カーペディエム ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コレクトスライサー号は，平成１９年７月９日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 コレクトスライサー号は，平成１９年７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ナスノオスカー号
（非抽選馬） ５頭 クロムウェル号・ゲイルハリケーン号・タケイチバン号・ホークドーター号・リアルファンタジー号
※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。



１４０７４ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第２競走 ��１，６００�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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４７ ヒカルクロフネ 牡３芦 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２＋ ２１：３８．７ ３．２�

６１１� ラヴリーアクション 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲田中 博康 �社台レースホース秋山 雅一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－ ２１：３９．４４ １７１．７�
８１６� コスモタロウ 牡３栗 ５６ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 奥山 喜義 ４５８＋ ８１：３９．７２ １４．４�
４８ � クラッカージャック 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４７４＋ ８１：３９．９１� ５．３�
１２ ヘンリーゴンドーフ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：４０．５３� １．９�

（大井）

２４ � ステイクール 牡３鹿 ５６ 石橋 脩茂呂 邦久氏 松永 康利 新冠 斉藤 恒雄 ５１２ ―１：４０．９２� ６０．８�
７１４� エイトサンデー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５４０ ―１：４１．０� １１１．４	
７１３� ミヤギカリスマ 牡３栗 ５６ 北村 宏司菅原 光博氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 ４７６± ０１：４１．３１� ３１．３

１１ ビコーポシブル 牡３鹿 ５６ 石神 深一�レジェンド 堀井 雅広 浦河 ミルファーム ４７８－ ８１：４１．４� ２８７．１�
３６ モリトヘイロー 	３黒鹿５６ 吉田 隼人石橋 忠之氏 後藤 由之 門別 滝本 健二 ４７８ ―１：４１．６１ ２５５．３�
３５ � ギフトカード 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人�マツケン農場 中島 敏文 静内 マツケン農場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ３２６．８
６１２ テンジンエンムスビ 牡３栗 ５６

５５ ☆塚田 祥雄�テンジン 大江原 哲 三石 森 政巳 ４６４ ―１：４１．８１ ２０２．６�
５１０� センティード 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 田中 清隆 浦河 バンダム牧場 ４５０＋ ６１：４１．９クビ ２３．３�
５９ モアセンセーション 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５００ ―１：４２．２１� １４７．９�
８１５ デルマチャールズ 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人浅沼 廣幸氏 小林 常泰 門別 ファニーヒルファーム ４７８－１０ 〃 クビ ４９２．６�
２３ � ベルティオン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５４６ ―１：４４．１大差 ４５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８７９，４００円 複勝： ２８，２９６，３００円 枠連： ３１，６２３，３００円

普通馬連： ９０，３７２，１００円 馬単： １０１，７５５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１６９，６００円

３連複： １２５，９９６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４３１，０９２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � ２，２００円 � ３５０円 枠 連（４－６） １０，２６０円

普通馬連 �� ２３，８２０円 馬 単 �� ３２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２００円 �� ７８０円 �� １２，７６０円

３ 連 複 ��� ６７，８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４８７９４ 的中 � ６２３６１（２番人気）
複勝票数 計 ２８２９６３ 的中 � ５９５６８（２番人気）� ２５６１（１０番人気）� １９６７３（４番人気）
枠連票数 計 ３１６２３３ 的中 （４－６） ２２７５（１７番人気）
普通馬連票数 計 ９０３７２１ 的中 �� ２８０１（３０番人気）
馬単票数 計１０１７５５４ 的中 �� ２３３９（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１６９６ 的中 �� １６１２（２５番人気）�� ９５２８（７番人気）�� ５２４（５１番人気）
３連複票数 計１２５９９６７ 的中 ��� １３７１（８８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１１．６―１２．３―１３．０―１２．６―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．８―３５．４―４７．７―１：００．７―１：１３．３―１：２５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．０
３ １１，７（５，１６）（１，２，８）（４，１０）１３，１４，１２（９，１５）－（６，３） ４ ・（７，１１）（５，１６）（１，２，８）１３（４，１０）１４，１２－９（１５，３）－６

勝馬の
紹 介

ヒカルクロフネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．８．１３ 札幌２着

２００４．１．２２生 牡３芦 母 ライクリーティナ 母母 ヘ バ ４戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔制裁〕 エイトサンデー号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルティオン号は，平成１９年７月９日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ビコーポシブル号・デルマチャールズ号は，平成１９年７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ラッシュモア号
※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。



１４０７５ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

１２ � ナショナルホリデー 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：４８．３ １．８�

３６ � ホリデイオンアイス 牝３青鹿５４ 柴田 善臣 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：４８．６１� １１．４�
４７ � マルタカフィンガー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸高橋 義和氏 嶋田 潤 千歳 エクセレンス

ファーム B４５８－ ２ 〃 クビ １７．７�
（大井）

７１３ プロミネント 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ４１：４８．９１� ３．０�
２３ アウトループ 牝３青鹿５４ 江田 照男斎木 隆男氏 清水 英克 静内 三宅牧場 ４３６－ ４１：４９．６４ ３４．４�
２４ � トノノオナリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人志村 康徳氏 尾形 充弘 門別 碧雲牧場 ４３６＋１２１：４９．７� ２４５．２�
３５ � フェイジョア 牝３芦 ５４

５３ ☆大野 拓弥 �キャロットファーム 佐藤 吉勝 静内 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３０＋ ４１：４９．８� ８４．９	

６１１�� フローラルポケット 牝３鹿 ５４
５１ ▲佐藤 聖也伊達 大雄氏 石栗 龍彦 浦河 鎌田 正嗣 ４２４＋ ６１：４９．９� ３５９．５


６１２ ミヤビキャサリン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 様似 様似渡辺牧場 B４５４＋ ２１：５０．２１� １３．９�
４８ ヨシアイビーム 牝３芦 ５４ 津村 明秀田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４１０＋ ６１：５０．３� ２５２．１�
７１４� サクラアリア 牝３青鹿５４ 蛯名 正義さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ４０６＋ ６ 〃 クビ １８４．３�
８１６ ヘリオドール 牝３栗 ５４ 丹内 祐次�三嶋牧場 矢野 照正 浦河 斉藤 英 ４２４＋ ８１：５０．４クビ １２９．１�
５９ コスモエリニュス 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４３８± ０１：５０．８２� ４８．５�
８１８� サンマルマドンナ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田中 博康相馬 勇氏 蛯名 信広 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４４０＋ ６１：５０．９クビ ３８４．３�

１１ � ヤマニンリシェス 牝３栗 ５４
５１ ▲池崎 祐介土井 肇氏 武市 康男 新冠 錦岡牧場 ３９６－ ６１：５１．２２ ４０８．２�

８１７� スマートシンパシー 牝３栗 ５４ 北村 宏司大川 徹氏 栗田 博憲 門別 インターナシヨナル牧場 ５０４ ―１：５１．６２� ８４．８�
７１５� ディアビューティー 牝３鹿 ５４

５３ ☆塚田 祥雄寺田千代乃氏 伊藤 正徳 新冠 オリエント牧場 ４７４＋ ２１：５２．２３� １１８．３�
５１０� ノーブルティアラ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 静内 岡田スタツド ４３２ ―１：５２．６２� １２０．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，５０４，５００円 複勝： ２９，７０６，２００円 枠連： ３２，７８５，７００円

普通馬連： １０１，１６９，９００円 馬単： １０８，６５０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，２０７，３００円

３連複： １３７，７８９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４６８，８１３，５００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ３２０円 � ３５０円 枠 連（１－３） ８００円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ５９０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ３，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７５０４５ 的中 � １２７４１０（１番人気）
複勝票数 計 ２９７０６２ 的中 � １０８９６１（１番人気）� １７８２９（４番人気）� １５６２０（５番人気）
枠連票数 計 ３２７８５７ 的中 （１－３） ３０３３０（３番人気）
普通馬連票数 計１０１１６９９ 的中 �� ７９８４０（３番人気）
馬単票数 計１０８６５０１ 的中 �� ６１７４６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１２０７３ 的中 �� １７５０２（３番人気）�� １３２４５（５番人気）�� ４６５６（１４番人気）
３連複票数 計１３７７８９８ 的中 ��� ３１６５７（８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．９―１２．５―１２．３―１２．２―１１．５―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．４―４７．９―１：００．２―１：１２．４―１：２３．９―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９

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

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

勝馬の
紹 介

�ナショナルホリデー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 デ イ ク タ ス デビュー ２００７．４．７ 中山６着

２００４．２．１８生 牝３栗 母 ナショナルフラッグ 母母 ダイナワールド ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔発走状況〕 フローラルポケット号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルティアラ号は，平成１９年７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ビカムアレジェンド号
※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。



１４０７６ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第４競走 ２，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

４７ �� マイネナデシコ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 浦河 谷口牧場 ４５０± ０２：２８．８ ３．８�

４６ エーブダンシング 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆塚田 祥雄 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４６０＋ ６２：２９．６５ ３．０�
７１３ クリノムーヴオペラ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信栗本 博晴氏 内藤 一雄 浦河 高松牧場 ４１０± ０２：２９．８１� ２５．３�
８１４� コスモビートアウト 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 矢野 進 新冠 ビッグレッドファーム ４２６＋ ２２：３０．５４ ３．２�
１１ � ダンスソーラン 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人酒井 芳男氏 佐藤 全弘 三石 パシフイツク
牧場 ４８８＋ ２ 〃 ハナ ２２．４�

３５ � ラストアラシ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲佐藤 聖也吉田 昭一氏 加賀 武見 浦河 宮村牧場 ４３０－ ４２：３０．７１� ９２．４	

６１０ ザドリームキング 牡３鹿 ５６
５３ ▲宮崎 北斗平本 敏夫氏 根本 康広 新冠 川上牧場 ４８２＋ ６２：３０．８クビ ８．５


２２ クマノコドウ 牝３鹿 ５４
５１ ▲池崎 祐介當山 �則氏 池上 昌弘 平取 広川牧場 ４６２－ ２２：３１．０１� ５９．４�

８１５� アサクサシャトル 牝３芦 ５４
５３ ☆大野 拓弥田原 慶子氏 佐々木亜良 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６ 〃 ハナ １５．３

２３ サンマルアタック 牡３鹿 ５６
５３ ▲黛 弘人相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４６０± ０２：３１．１� ３３０．７�
７１２ シルクアドニス 牡３栗 ５６ 加藤士津八有限会社シルク大和田 稔 新冠 �渡 信義 ４７０± ０２：３１．６３ １６５．２�
５９ � ステッバイステップ 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次田島榮二郎氏 矢野 照正 浦河 帰山 清貴 ４３０＋ ２２：３１．７� １７０．１�
６１１ オンワードマルシュ 牡３栗 ５６

５３ ▲小島 太一�オンワード牧場 加賀 武見 浦河 オンワード牧場 ４８２－１４２：３３．３１０ ２５４．５�
３４ � シルクオスカー 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人有限会社シルク中川 公成 静内 見上牧場 ４８４－ ６２：３４．５７ ７１．８�
５８ ディーエスデンバー 牡３栗 ５６ 高野 和馬秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４３８＋ ４２：３５．９９ ８４．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，９２３，７００円 複勝： ２０，７１５，６００円 枠連： ３３，６９１，５００円

普通馬連： ７９，４９９，０００円 馬単： ８２，６６８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６０９，７００円

３連複： １１４，１７８，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３７２，２８５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ３４０円 枠 連（４－４） ５９０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ８８０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ３，１６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８９２３７ 的中 � ３９６９３（３番人気）
複勝票数 計 ２０７１５６ 的中 � ４１０４１（３番人気）� ５２２１６（１番人気）� １１０７３（５番人気）
枠連票数 計 ３３６９１５ 的中 （４－４） ４２２４３（２番人気）
普通馬連票数 計 ７９４９９０ 的中 �� １０２０１７（２番人気）
馬単票数 計 ８２６６８４ 的中 �� ４６９３５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６０９７ 的中 �� ２４２２６（２番人気）�� ５８３９（１０番人気）�� ５７３１（１１番人気）
３連複票数 計１１４１７８０ 的中 ��� ２６６８１（１１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．２―１２．４―１２．６―１２．９―１３．３―１３．１―１２．２―１１．８―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．５―３５．７―４８．１―１：００．７―１：１３．６―１：２６．９―１：４０．０―１：５２．２―２：０４．０―２：１６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．６
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�
�
マイネナデシコ �

�
父 サツカーボーイ �

�
母父 Cherokee Colony デビュー ２００７．２．３ 東京９着

２００４．４．４生 牝３鹿 母 チェロキーステージ 母母 Middle Stage ７戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクオスカー号・ディーエスデンバー号は，平成１９年７月９日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 サンマルアタック号・オンワードマルシュ号は，平成１９年７月９日まで平地競走に出走できない。
※シルクアドニス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１４０７７ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第５競走 ��１，４００�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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

５９ カネスラファール 牡３黒鹿５６ 北村 宏司杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４７２＋ ６１：２５．７ ２１．０�

３５ � ファルカタリア 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：２５．８� １．７�
１１ カラベルラティーナ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４１６－ ２１：２６．５４ ８．７�
６１１� エイシンイップー 牡３栗 ５６ 津村 明秀平井 豊光氏 北出 成人 新冠 越湖牧場 B４７８－ ２１：２６．７１ １０２．３�
４８ フィクシアス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人井上 修一氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４５０－ ４１：２６．８� １７．３�
８１５�� ミレニアムカースル 牡３鹿 ５６ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ６１：２６．９クビ ２７．９�
７１４� テイエムゲンキボ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ４９２＋ ２１：２７．２２ ３８５．０	
２４ シーリーコート 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム B４６０－ ４１：２７．４１� １２．８

７１３�� マイネルハーバード 牡３栗 ５６ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 伊達 宮井 孝典 ４４０－ ２ 〃 クビ １９７．１�
３６ リワードアルビオン 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 信成牧場 ５２６＋ ６１：２７．５クビ ５．２
２３ ボストンアサーテン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝小林 英一氏 杉浦 宏昭 門別 出口牧場 ４９４－ ４１：２７．７１ １６．９�
５１０ メイショウハナミチ 牡３栗 ５６ 松岡 正海松本 好雄氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４３６－ ６ 〃 ハナ ９７．９�
６１２� アポロサーカス 牡３栗 ５６ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新冠 カミイスタット ４８８－ ２１：２７．９１ ２０７．６�
１２ タカラヘリオス 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文村山 義男氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ ３６．０�
８１６ クールスーペリア �３黒鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 久井牧場 ４７２－ ２１：２８．２１� ４３１．７�
４７ � アイファーチヨオー 牡３芦 ５６ 西田雄一郎中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４８０＋ ８１：２９．２６ １５８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，５５４，２００円 複勝： ３９，１１３，４００円 枠連： ３５，８８９，８００円

普通馬連： １１２，０１３，０００円 馬単： １１２，０４６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，８３６，８００円

３連複： １５３，６２２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５１９，０７５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２，１００円 複 勝 � ３００円 � １１０円 � １９０円 枠 連（３－５） １，０３０円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ５，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� １，５６０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ３，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１５５４２ 的中 � １１８６５（７番人気）
複勝票数 計 ３９１１３４ 的中 � ２２４４５（６番人気）� １４６１１８（１番人気）� ４４３８４（３番人気）
枠連票数 計 ３５８８９８ 的中 （３－５） ２５７２３（５番人気）
普通馬連票数 計１１２０１３０ 的中 �� ５５５４９（６番人気）
馬単票数 計１１２０４６５ 的中 �� １５９７５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４８３６８ 的中 �� １６９５２（４番人気）�� ４９６４（１８番人気）�� ２７７６３（２番人気）
３連複票数 計１５３６２２２ 的中 ��� ３５０９３（１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１２．５―１２．７―１２．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．９―５９．６―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネスラファール �
�
父 ミ シ エ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．７．２ 函館１２着

２００４．５．１１生 牡３黒鹿 母 サムソンフェアリー 母母 テ ィ ス ワ １５戦２勝 賞金 ２０，８５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 ウイビリーブ号・サニーケーティング号・スキャットナンバー号・ダノンブライアン号・テンジンニチオー号・

フサイチリニモ号・ベルモントガロップ号・ラオムフェーレ号



１４０７８ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・左）

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

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

６９ � エーシンダードマン 牡３青鹿５６ 松岡 正海平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４９２＋１２２：２６．５ １５．１�

５６ � キングオブチャド 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム B５３０± ０２：２６．９２� １．７�
３３ リヴィエラブルー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ４ 〃 クビ ２１．８�
５７ � キングタキオン 牡３黒鹿５６ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 浦河 三嶋牧場 B４８６＋１０ 〃 ハナ ６６．７�
６８ � アサティスボーイ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー

ファーム ４３６＋ ４２：２７．１１ １７．６�
７１０� トップウィーク 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３４± ０２：２７．２	 ５．５�
８１２� レ ス ト 牡３栗 ５６ 北村 宏司小田切有一氏 小西 一男 三石 沼田 照秋 ４８８－ ４２：２７．４１
 ７１．９	
４４ � ケージーシルキー 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 B４９４＋ ６２：２７．５クビ ７０．８

１１ � マチカネフクノカミ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 ４５８± ０２：２９．０９ ２３．６�
２２ � セラフィックロンプ 牝３青鹿５４ 武 豊井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４６２－１０２：２９．３２ ９．６�
４５ � シーレイダース 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Lynch Bages And

Ocean Bloodstock ４６６－ ２２：３０．１５ ８．８
７１１ アタゴコマンダー 牡３鹿 ５６ 吉永 護坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４７８＋ ２２：３０．２	 ２１６．６�
８１３� ゴールドリーヴァ 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 博康伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 三石 久米 和夫 B４７２± ０２：３０．３� ２０３．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３３，１３５，２００円 複勝： ３７，９７８，８００円 枠連： ３０，０６８，１００円

普通馬連： １２２，８６２，４００円 馬単： １１９，６５６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，７６４，３００円

３連複： １５３，０７４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５３１，５４０，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ３００円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（５－６） ４２０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，７８０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ２，９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３１３５２ 的中 � １７３７６（５番人気）
複勝票数 計 ３７９７８８ 的中 � ２２１４７（７番人気）� １６１７８３（１番人気）� ２４３９２（６番人気）
枠連票数 計 ３００６８１ 的中 （５－６） ５３７３１（１番人気）
普通馬連票数 計１２２８６２４ 的中 �� １０７０５１（２番人気）
馬単票数 計１１９６５６５ 的中 �� ３０００２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４７６４３ 的中 �� ２２０６３（４番人気）�� ４３７８（２３番人気）�� １７６５５（６番人気）
３連複票数 計１５３０７４８ 的中 ��� ３８４５０（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．８―３５．７―４８．２―１：００．７―１：１３．２―１：２５．９―１：３８．５―１：５０．８―２：０２．５―２：１４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．７
１
３
１３，２（１，５，１１）１０－７－（４，６）８－９，３－１２
１３，１１（２，１０，８）（１，５，６，９）（７，４）－３－１２

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

勝馬の
紹 介

�エーシンダードマン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００６．１２．１６ 中京８着

２００４．５．３１生 牡３青鹿 母 エイシンマッカレン 母母 Ladanum ７戦２勝 賞金 １５，２５０，０００円
※アタゴコマンダー号・ケージーシルキー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１４０７９ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

２４ ダイワバゼラード 牡４鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：４７．２ ４．６�

７１５ ゲットマイウェイ 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝飯田 正氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４８８＋ ８ 〃 アタマ ６．０�
１２ � ターキーストーン 牡４栗 ５７ 吉田 隼人 �社台レースホース松山 康久 追分 追分ファーム ４７８－２６１：４７．４１� ９．６�
８１７�	 シャチョマンユウキ 牡４栗 ５７ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 静内 上野 喜代一 ４４６± ０ 〃 ハナ ６．０�
４８ � チェイスバニヤン 牝４栗 ５５ 小林 淳一津村 靖志氏 田村 康仁 静内 伊藤 明 ４５２＋ ４１：４７．７２ ７８．５�
５９ 
 サムシンググッド 牡４栗 ５７ 小野 次郎 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４７２－ ８ 〃 クビ ４０．５�
４７ � ミヤコノカーン �６栗 ５７ 石神 深一吉田都枝江氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ４６０＋ ６１：４７．９１� ２９．８	
７１３� ワンダーガジ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹山本 信行氏 羽月 友彦 米 Belvedere

Farm Inc. ４９４＋ ６ 〃 アタマ ４３．９

６１１
 エールスタンス 牝４黒鹿５５ 松岡 正海吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４３８＋１３１：４８．０クビ １１４．４�
２３ � ダノンスイショウ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二�ダノックス 加藤 征弘 米 Shadai Farm ４９０± ０ 〃 クビ ４．５
７１４ ショウナンアルス 牝４青 ５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４３４± ０１：４８．１ ３０．６�
８１６	 タ マ ヒ カ ル 牝５鹿 ５５ 内田 博幸海谷 幸司氏 高橋 義博 新冠 村上牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ２５．７�

（大井）

１１ � ヤマニンイグナイト 牡４栗 ５７
５４ ▲田中 博康土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４３０＋ ２１：４８．２クビ ２３．４�

６１２� ビエンナーレ 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４００＋ ４１：４８．８３ ３６．３�
５１０� タイキクラリティ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義�大樹ファーム 田中 清隆 大樹 大樹ファーム B５００－ ６１：４９．１１� ７．７�
３５ � アドライナー 牡１０栗 ５７ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 愛 J. F. Tutthill and

Mrs A. Whitehead ４８８± ０１：４９．５２ １９３．５�
８１８� スミノバンビーナ 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次長井 純一氏 清水 美波 静内 岡田スタツド B４７０＋１０１：４９．６クビ ２２５．１�

（１７頭）
３６ �
 ワイルドバニヤン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春津村 靖志氏 小崎 憲 静内 八田ファーム ４７０－ ３ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３０，３９２，５００円 複勝： ３９，２５１，１００円 枠連： ４４，３４３，５００円

普通馬連： １３８，５３１，９００円 馬単： １０８，５６８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，０１１，５００円

３連複： １６８，２１１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５６６，３１０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２１０円 � ２７０円 � ３５０円 枠 連（２－７） ５８０円

普通馬連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ４，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� １，０８０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ８，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ３０３９２５（返還計 １１３０） 的中 � ５３１５９（２番人気）
複勝票数 差引計 ３９２５１１（返還計 １１００） 的中 � ５５１３４（３番人気）� ３９１６４（４番人気）� ２７００９（６番人気）
枠連票数 差引計 ４４３４３５（返還計 ６４） 的中 （２－７） ５７０４９（１番人気）
普通馬連票数 差引計１３８５３１９（返還計 ８４００） 的中 �� ４９５６７（７番人気）
馬単票数 差引計１０８５６８４（返還計 ６９３３） 的中 �� １９３５１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３７０１１５（返還計 ３１２８） 的中 �� ９９６７（８番人気）�� ８４８０（１２番人気）�� ６８０５（１５番人気）
３連複票数 差引計１６８２１１５（返還計 １７３２７） 的中 ��� １５０９６（２１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．８―１２．１―１２．３―１１．９―１１．３―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３５．４―４７．５―５９．８―１：１１．７―１：２３．０―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．５

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワバゼラード �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１．１５ 中山２着

２００３．３．３１生 牡４鹿 母 マストシーストップ 母母 マ ガ ロ １２戦２勝 賞金 ２２，２００，０００円
〔競走除外〕 ワイルドバニヤン号は，装鞍所で疾病〔左寛跛行〕を発症したたため競走除外。
〔３走成績による出走制限〕 ビエンナーレ号・スミノバンビーナ号は，平成１９年７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。
（非当選馬） ４頭 カシノトーマス号・トップガンマリー号・ネヴァベーカリー号・ブレイブバニヤン号
（非抽選馬） １頭 マイネルメロス号
※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。



１４０８０ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５５分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

１１ � サーチエネミー �５鹿 ５７ 江田 照男 �キャロットファーム 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４４６± ０１：２５．６ ２９．０�

２３ シャイニングムーン 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信飯田 政子氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ４７８＋ ２１：２５．７	 ５５．９�
４８ 
 スペシャルストック 牡８鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 様似 堀 利則 ５４２＋１０ 〃 アタマ ８９．７�
３６ � ボーナスフィーバー 牡４鹿 ５７ 武 豊青山 洋一氏 森 秀行 米 Arthur Hancock

& Stonerside Ltd. ４８２＋ ４ 〃 クビ １．４�
８１５ ザップトウショウ 牝６鹿 ５５ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８８－ ４１：２５．９１� ４６．３�
１２ � ソリッドエビデンス 牡６鹿 ５７ 田中 勝春平井 卓志氏 加藤 征弘 米 Fontaine-

bleau Farm ４４８＋ ６１：２６．０クビ ５２．７	
４７ コパノカチドキ 牡４鹿 ５７

５４ ▲小島 太一小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ８ 〃 アタマ ２２．９

３５ 
 オースミダイケン 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人�オースミ 成島 英春 浦河 白老ファーム ４９２－ ４１：２６．１クビ １７．６�
５１０ ランドベスト 牡５栗 ５７ 松岡 正海木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５０６＋ ２ 〃 クビ ２３．６�
８１６ ヴィフォルテ 牝５黒鹿５５ 木幡 初広窪田 康志氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ５２０± ０１：２６．２クビ ４０．３
７１３
 コウジンアルス 牡５栗 ５７ 横山 典弘加藤 興一氏 武市 康男 静内 中田 浩美 ４６６－１２ 〃 クビ ３３．７�
７１４ ナチュラルリーダー �７栗 ５７

５４ ▲宮崎 北斗吉田 勝己氏 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６１：２６．５１ １９．９�
６１２
 ナゲットニューズ 牡７青鹿５７ 内田 博幸竹本いずみ氏 蛯名 信広 浦河 久保農場 ４７４± ０ 〃 クビ ７１．５�

（大井）

５９ プリンコックス 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 沢 峰次 浦河 上田 精三 ４９２－ ２ 〃 ハナ ７．６�
６１１� マリットチャージ �７黒鹿５７ 郷原 洋司 �社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４５０－ ６１：２６．６ ４４．４�
２４ � エアサンタムール 牡６鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人 �ラッキーフィールド高市 圭二 静内 藤原牧場 ５２８＋ ８１：２６．７	 ６８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，６５１，０００円 複勝： ３５，４５６，２００円 枠連： ４５，０２５，９００円

普通馬連： １４５，６４２，９００円 馬単： １５８，９１９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４０５，５００円

３連複： ２０４，４４９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ６６７，５５０，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２，９００円 複 勝 � ６９０円 � ９８０円 � ２，７００円 枠 連（１－２） １１，１３０円

普通馬連 �� ３９，０３０円 馬 単 �� ９８，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，９５０円 �� １３，８８０円 �� ２８，２２０円

３ 連 複 ��� ６９５，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３７６５１０ 的中 � １０２５９（７番人気）
複勝票数 計 ３５４５６２ 的中 � １４２０９（７番人気）� ９５５０（１２番人気）� ３２９４（１６番人気）
枠連票数 計 ４５０２５９ 的中 （１－２） ２９８６（２３番人気）
普通馬連票数 計１４５６４２９ 的中 �� ２７５４（６７番人気）
馬単票数 計１５８９１９５ 的中 �� １１８９（１３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４０５５ 的中 �� １４３７（６２番人気）�� ７１６（１０１番人気）�� ３５１（１１８番人気）
３連複票数 計２０４４４９６ 的中 ��� ２１７（５０４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．０―１２．０―１１．９―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．７―４７．７―５９．６―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サーチエネミー �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 Valid Appeal

２００２．４．４生 �５鹿 母 ヴァリッドサーチ 母母 Very Proud １５戦２勝 賞金 ２４，６５０，０００円
初出走 JRA

※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。
（非当選馬） ５頭 セトノヒット号・ソフトパワー号・ダイワインパクト号・パートゥーアワーズ号・リメンバードリーム号
※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。



１４０８１ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第９競走 ��３，３００�第９回東京ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１４時３０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 ５０，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，５００，０００円 ５，０００，０００円
付 加 賞 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円
生産者賞 賞 品
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３：３６．９良

８１３� メルシーエイタイム 牡５鹿 ６０ 西谷 誠永井 康郎氏 武 宏平 静内 田中 裕之 ４７２＋ ２３：３５．１レコード ２．６�

３４ � メジロベイシンガー 牝６鹿 ５８ 山本 康志�メジロ牧場 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 ４８４＋ ４３：３６．３７ ２５．３�
４５ � ベストグランチャ �５青鹿６０ 五十嵐雄祐�鳥海商事 藤原 辰雄 門別 坂田牧場 ４８４＋ ４ 〃 アタマ ４２．７�
７１２� キングジョイ 牡５鹿 ６０ 白浜 雄造松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ４９８＋ ２３：３６．６１� ９．５�
４６ � ビジネスサイクル �８栗 ６０ 宗像 徹島田 久氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ４１８＋ ２３：３６．８１	 ８２．０�
５７ コウエイトライ 牝６鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ４７８＋ ４３：３７．１１� ２．８�
１１ ポートエレガント 牡４鹿 ６０ 出津 孝一水戸 富雄氏 岩元 市三 門別 槇本牧場 ５１８－ ４３：３７．８４ １１３．７	
２２ 
 ストームセイコー 牡６栗 ６０ 横山 義行竹國 弘氏 増沢 末夫 米 Peter Van

Andel ４８８＋ ８３：３８．２２	 ２１．９

６１０�� フミノトキメキ 牡６鹿 ６０ 熊沢 重文谷 二氏 目野 哲也 浦河 �原 敏明 ５１０＋ ６３：３９．１５ １０．０�
３３ � クールジョイ 牡９栗 ６０ 金折 知則菱田 健氏 松元 茂樹 浦河 久保 時夫 ４６６－１０３：３９．９５ １７．６
８１４ アインオーセン 牡６鹿 ６０ 林 満明�アイナカ商事 崎山 博樹 静内 フジワラフアーム ５２０－ ６３：４０．４３ ９３．５�
５８ � ダイワウインダム 牡１０鹿 ６０ 穂苅 寿彦大城 敬三氏 嶋田 功 浦河 渡辺牧場 ５２０＋１８３：４１．４６ ４６．３�
６９ � マルブツトップ 牡７栗 ６０ 田中 剛大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４９２＋ ２３：４３．５大差 １６．３�
７１１� ワンダーシンゲキ �７鹿 ６０ 植野 貴也山本 信行氏 佐藤 正雄 静内 大滝 栄治 ４６８－１８ （競走中止） ４２．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，５６４，６００円 複勝： ４６，９９３，３００円 枠連： ５０，８４１，８００円

普通馬連： １７２，５３４，１００円 馬単： １３１，８０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，９６９，２００円

３連複： １８２，４５１，０００円 ３連単： ４３３，０８２，１００円 計： １，１０３，２４０，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � ３６０円 � ９１０円 枠 連（３－８） １，１５０円

普通馬連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ４，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� １，９２０円 �� ４，６８０円

３ 連 複 ��� ２８，６３０円 ３ 連 単 ��� １２６，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３９５６４６ 的中 � １２３２９９（１番人気）
複勝票数 計 ４６９９３３ 的中 � １２４９６５（２番人気）� ２９６４３（５番人気）� ９９９１（９番人気）
枠連票数 計 ５０８４１８ 的中 （３－８） ３２７８１（５番人気）
普通馬連票数 計１７２５３４１ 的中 �� ４１６９４（１３番人気）
馬単票数 計１３１８０４８ 的中 �� ２０５５８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５９６９２ 的中 �� ９８９０（１３番人気）�� ５８９６（２０番人気）�� ２３６３（４１番人気）
３連複票数 計１８２４５１０ 的中 ��� ４７０４（７１番人気）
３連単票数 計４３３０８２１ 的中 ��� ２５２５（３１１番人気）

上り １マイル １：４５．２ ４F ５１．１－３F ３８．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メルシーエイタイム �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２００５．２．１３ 小倉１着

２００２．２．２７生 牡５鹿 母 マチカネカルメン 母母 マチカネアスカ 障害：１３戦４勝 賞金 ２０６，７２７，０００円
〔発走状況〕 キングジョイ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔競走中止〕 ワンダーシンゲキ号は，１周目８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 キングジョイ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 ウエスタンリピート号・オンワードタイタン号・デンコウグリーン号・フォレストダンス号・フラップジャック号・

プロスパードン号・ユウターアクセス号・ユーワキングストン号・リバースプライト号
（非抽選馬）１０頭 イサミゴマ号・エイシンペキン号・キャピタルゲイン号・サテライトエース号・ディバイドバイゼロ号・

ドゥーワンズベスト号・ホリディオンワード号・マチカネビシャモン号・ランドブラザー号・リキアイガイセン号



１４０８２ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�エーデルワイスステークス

発走１５時０５分 （芝・左）

３歳，１０００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５１０ ハイソサエティー 牡３鹿 ５６ 武 豊 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５１６＋ ６１：３４．１ ３．１�

４７ � トーセンクラウン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４５６＋ ６１：３４．３１� ３．７�
７１３� ゲイルスパーキー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４８６－ ４ 〃 クビ ７．４�
３５ スクリーンヒーロー 牡３栗 ５６ 木幡 初広吉田 照哉氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４５８－ ６１：３４．４クビ ２５．０�
８１６ トーセンアーチャー 牡３鹿 ５６ 塚田 祥雄島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７８－ ２ 〃 クビ １０５．７	
６１１� マイネルランページ 牡３芦 ５６ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 小屋畑 和久 ４６８＋ ２１：３４．５	 ８４．２

２３ � ムラマサノヨートー 牡３栗 ５６ 小林 淳一新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４６０－ ２１：３４．７１	 ７．１�
２４ � レオエンペラー 牡３鹿 ５６ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 門別 若林 武雄 ４８２± ０ 〃 アタマ ４６．０�
６１２ ヒラボクオウショー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ４８８－ ４１：３４．９
 ６０．５
１１ � キングスデライト 牡３栗 ５６ 長谷川浩大 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５１２－ ２１：３５．１１	 １８．０�
３６ マチカネアマテラス 牝３栗 ５４ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ４１：３５．３１� １４．４�
１２ � フェルヴィード 牡３青 ５６ 藤田 伸二前田 幸治氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ４ 〃 ハナ １５．７�
８１５ ラインストーム 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳大澤 繁昌氏 松永 昌博 静内 高橋 修 B４７０－ ６１：３６．０４ ９５．４�
７１４�� スナークユーチャン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 ４５８＋ ４１：３６．１クビ ３１．８�
４８ � ニードルポイント 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４ 〃 ハナ ６０．５�
８１７

�
�
� インパーフェクト 牡３栗 ５６ 津村 明秀岡田 繁幸氏 畠山 重則 青森 荒谷牧場 ４９８＋１０１：３６．３１	 ２８．６�

５９
�
�
� ゲットアライフ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸大東 正由氏 高岩 孝敏 浦河 安藤牧場 ４５６－１４１：３７．２５ ２０７．４�

（大井） （大井）

（１７頭）

売 得 金

単勝： ５２，６３６，６００円 複勝： ７０，５７２，９００円 枠連： ６５，９８０，７００円

普通馬連： ２９７，６４８，８００円 馬単： １８９，７６８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，８３９，４００円

３連複： ２６９，３８２，２００円 ３連単： ６３０，６８２，３００円 計： １，６４７，５１１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（４－５） ５８０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ５９０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� ６，６５０円

票 数

単勝票数 計 ５２６３６６ 的中 � １３７２３０（１番人気）
複勝票数 計 ７０５７２９ 的中 � １７７６９３（１番人気）� １４７０４９（２番人気）� ５９２１７（４番人気）
枠連票数 計 ６５９８０７ 的中 （４－５） ８４４５７（１番人気）
普通馬連票数 計２９７６４８８ 的中 �� ３５８７３４（１番人気）
馬単票数 計１８９７６８５ 的中 �� １２７８０５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７０８３９４ 的中 �� ６９８８２（１番人気）�� ２８１１１（５番人気）�� ３０９３７（４番人気）
３連複票数 計２６９３８２２ 的中 ��� １０４１５６（２番人気）
３連単票数 計６３０６８２３ 的中 ��� ７００１５（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．６―１２．１―１２．０―１１．５―１１．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２２．９―３４．５―４６．６―５８．６―１：１０．１―１：２１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイソサエティー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Akarad デビュー ２００６．１１．１２ 東京１着

２００４．２．２６生 牡３鹿 母 クイーンモード 母母 Modiyna ５戦３勝 賞金 ２８，４２０，０００円
※出走取消馬 タケデンヴィーナス号（疾病〔右肩跛行〕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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 エフティイカロス号・クランエンブレム号・シベリアンバード号・パープルストック号・ブラックオリーブ号
※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。



１４０８３ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第１１競走 ��
��２，１００�ブリリアントステークス

発走１５時４０分 （ダート・左）
３歳以上，１８．６．１０以降１９．６．３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 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

７９ オリンピアンナイト 牡４栗 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 白老ファーム ５１０－ ２２：１０．５ ３．８�

５６ シャーベットトーン 牡５鹿 ５６．５ 吉田 豊 �社台レースホース奥平 雅士 白老 白老ファーム ５２６＋ ６ 〃 クビ ３．８�
６７ � ボンネビルレコード 牡５鹿 ５６ 武 豊塩田 清氏 堀井 雅広 門別 浜本 幸雄 ４８０＋ ３２：１０．８１� ５．１�
２２ � マイネルボウノット 牡６青鹿５７ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萩原 清 浦河 林 孝輝 ５２０－ ２２：１０．９	 ７．１�
５５ � メイショウシャフト 牡４鹿 ５４ 勝浦 正樹松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５２０± ０２：１１．０クビ １２．８�
７１０ アルファフォーレス 牡７栗 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム B５０８－ ４２：１１．４２	 ４２．８	

（大井）

３３ 
 カイトヒルウインド 牡８栗 ５３ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 米 Cypress

Farms１９９１ ５０８± ０２：１１．５クビ １００．１

４４ マコトスパルビエロ 牡３芦 ４８ 千葉 直人眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５００－１０ 〃 ハナ ２４．８�
８１１� シルクヒーロー 牡５鹿 ５３ 武士沢友治有限会社シルク西塚 安夫 新冠 ムラカミファーム ５３０－ ４ 〃 アタマ ２４．７�
１１ オースミヘネシー 牡５栗 ５５ 松岡 正海�オースミ 武 邦彦 浦河 鵜木 唯義 ５００＋ ２２：１１．６	 ２４．９
６８ ヒーローアンセム �６栗 ５５ 長谷川浩大吉田 修氏 梅内 忍 様似 �村 伸一 ４４４－ ８２：１２．３４ ９．０�
８１２ メイショウホウオウ 牡６栗 ５５ 熊沢 重文松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５４４± ０ 〃 ハナ １９．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ６６，１３２，３００円 複勝： ９２，２６７，３００円 枠連： ８６，００５，７００円

普通馬連： ４７０，０２９，６００円 馬単： ２９５，０３６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １０３，１９４，６００円

３連複： ４１８，９２０，５００円 ３連単： １，０２４，２６０，２００円 計： ２，５５５，８４６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（５－７） ５２０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ５１０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 ��� ５，４１０円

票 数

単勝票数 計 ６６１３２３ 的中 � １３７５９０（２番人気）
複勝票数 計 ９２２６７３ 的中 � １５８５７７（２番人気）� ２１２２３６（１番人気）� １４６６５５（３番人気）
枠連票数 計 ８６００５７ 的中 （５－７） １２２４５６（２番人気）
普通馬連票数 計４７００２９６ 的中 �� ５０２４７１（１番人気）
馬単票数 計２９５０３６４ 的中 �� １５７４６９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０３１９４６ 的中 �� ９２３１２（１番人気）�� ４６７０３（４番人気）�� ６７０７８（３番人気）
３連複票数 計４１８９２０５ 的中 ��� ２４２２３６（１番人気）
３連単票数 計１０２４２６０２ 的中 ��� １３９８５２（２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１２．１―１２．２―１２．０―１２．８―１２．８―１２．９―１２．５―１２．３―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．３―３０．４―４２．６―５４．６―１：０７．４―１：２０．２―１：３３．１―１：４５．６―１：５７．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリンピアンナイト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Isopach デビュー ２００６．７．１５ 函館１着

２００３．５．２１生 牡４栗 母 オリンピアデュカキス 母母 Jaana ８戦５勝 賞金 ７４，２４１，０００円
※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。



１４０８４ ６月９日 曇 良 （１９東京３）第７日 第１２競走 ��
��２，０００�

い な む ら が さ き

稲 村 ヶ 崎 特 別
発走１６時１５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

８８ �� ソリッドスライダー 牡６鹿 ５７ 田中 勝春平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ８２：００．３ １．７�

２２ レーザーズエッジ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎泉 俊二氏 石毛 善彦 静内 グランド牧場 ４８４＋ ２２：００．５１	 ６．５�
１１ クリソプレーズ 牝５黒鹿５５ 内田 博幸 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ４２：００．７１
 ５．２�

（大井）

３３ ドリーミーオペラ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘小川 有世氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４４２± ０２：００．８
 １０．４�
８９ ヤマニンスプラウト 牝６鹿 ５５ 北村 宏司土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４５６－ ４２：０１．５４ ５８．３�
５５ �� タマモダンディ �６芦 ５７ 後藤 浩輝タマモ� 萱野 浩二 新冠 小泉牧場 B４５４－ ４２：０１．８２ ２３．７	
７７ � コスモオースティン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８４＋ ２２：０１．９
 ８．１

４４ �� ショウナンパレス 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹国本 哲秀氏 戸田 博文 浦河 日田牧場 ４７６± ０２：０２．４３ ３８．４�
６６  アロハスピリッツ 牡８栗 ５７ 横山 義行喜田 啓照氏 加賀 武見 米 Swetten-

ham Stud ４８４－ ２２：０３．１４ １０４．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４５，４７０，３００円 複勝： ４１，６７２，０００円 枠連： ４０，３９９，９００円

普通馬連： １６７，６０２，８００円 馬単： １６８，７１２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，４７５，８００円

３連複： １４９，３４４，８００円 ３連単： ６００，１１２，４００円 計： １，２５５，７９０，９００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １００円 � １４０円 � １３０円 枠 連（２－８） ４４０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １７０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ４７０円 ３ 連 単 ��� １，５５０円

票 数

単勝票数 計 ４５４７０３ 的中 � ２１６４２６（１番人気）
複勝票数 計 ４１６７２０ 的中 � １６９５９５（１番人気）� ５５６３４（３番人気）� ７４３３２（２番人気）
枠連票数 計 ４０３９９９ 的中 （２－８） ６８２４５（２番人気）
普通馬連票数 計１６７６０２８ 的中 �� ２６２８２７（２番人気）
馬単票数 計１６８７１２９ 的中 �� １８１９１４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２４７５８ 的中 �� ５５９３９（２番人気）�� ７１９００（１番人気）�� ２２２４８（５番人気）
３連複票数 計１４９３４４８ 的中 ��� ２３６６５４（１番人気）
３連単票数 計６００１１２４ 的中 ��� ２８７４２５（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．９―３６．８―４８．５―１：００．８―１：１３．０―１：２５．２―１：３６．６―１：４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．１

３ ・（３，８）（４，７）（１，２，５）（６，９）
２
４
３，４（１，７，８）２，５（６，９）・（８，４）（３，７）（１，２，５）９，６

勝馬の
紹 介

�
�
ソリッドスライダー 

�
父 バブルガムフェロー 

�
母父 Groom Dancer デビュー ２００３．８．２ 函館４着

２００１．３．２３生 牡６鹿 母 ダンシエンヌ 母母 Termienne ２４戦５勝 賞金 １２１，４０４，０００円
※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。



（１９東京３）第７日 ６月９日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２９４，８７０，０００円
４，２００，０００円
２１，３６０，０００円
６１０，０００円
２，１３０，０００円
３２，７００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，７３２，０００円
５，８８８，８００円
１，８０７，９００円

勝馬投票券売得金
４２７，６５６，７００円
５０８，０５３，０００円
５２２，７６０，２００円
１，９８５，６９９，５００円
１，６５７，３５３，５００円
５２０，２５４，７００円
２，１９４，５０６，３００円
２，６８８，１３７，０００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 １０，５０４，４２０，９００円

総入場人員 ３６，１１７名 （有料入場人員 ３４，５５８名）




