
１４０８５ ６月１０日 雨 良 （１９東京３）第８日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

４８ � ヤマニンノベリスト 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二土井 肇氏 田村 康仁 浦河 廣田 伉助 ４５０＋ ８１：２６．２ １１．７�

６１２ トキノミスオース 牝３鹿 ５４ 坂井 英光田中 久續氏 小笠 倫弘 平取 木村 二三夫 ５１６± ０ 〃 アタマ ４．１�
（大井）

４７ アスクデピュティ 牝３栗 ５４ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：２６．９４ １９．４�
７１４ アワーオアシス 牝３栗 ５４ 松岡 正海�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ４８８－ ６１：２７．５３� １６．２�
３６ ショウナンワイズ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人国本 哲秀氏 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：２７．６� ３．９�
１１ ワ イ メ ア 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝佐藤 敏夫氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４６６ ―１：２８．２３� ３９．３�
２４ ロイヤルタバスコ 牝３栗 ５４ 武 豊細川祐季子氏 藤沢 和雄 平取 稲原牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ４．５	
２３ ダンシングノーヴァ 牝３栗 ５４ 江田 照男�三嶋牧場 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 ４６８± ０１：２９．３７ １０８．３

５９ � フランシール 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４５８－１４１：２９．４� ２０．８�
６１１� マイムマイム 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義田島榮二郎氏 谷原 義明 新冠 平山牧場 ４２０－ ２１：２９．５� ６．７�
５１０ グラスティアラ 牝３芦 ５４

５３ ☆塚田 祥雄伊東 純一氏 大江原 哲 門別 大江牧場 ４５０ ―１：２９．６クビ １１４．３
（ハセノティアラ）

８１６ カネコメスパークー 牝３黒鹿５４ 的場 直之�岡 義雄氏 浅野洋一郎 浦河 金石牧場 ４６８＋ ８１：２９．７� １０４．４�
（大井）

７１３ ベルモントムーラン 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント
ファーム ４７２＋ ４１：３０．１２� ２９．４�

３５ � クレバージーン 牝３鹿 ５４ 加藤士津八田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 平成ファーム ４６０ ―１：３０．８４ ２８０．９�
８１５ ウェーブガール 牝３鹿 ５４ 福永 祐一四方堂第五郎氏 萱野 浩二 静内 高橋 誠次 ４４２ ―１：３１．３３ ２３．９�
１２ �� タネノエンジェル 牝３栗 ５４ 北村 宏司種村 良平氏 古賀 慎明 浦河 丸幸小林牧場 ４５８ ―１：３１．８３ １２０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５９６，８００円 複勝： ３１，５６１，７００円 枠連： ３４，３８１，２００円

普通馬連： １０２，３３１，６００円 馬単： ８５，８９７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２７９，１００円

３連複： １３２，２７７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４３８，３２５，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ３４０円 � １７０円 � ５７０円 枠 連（４－６） ７３０円

普通馬連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ５，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ２，６４０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� １３，６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２５９６８ 的中 � １５２６７（５番人気）
複勝票数 計 ３１５６１７ 的中 � ２１９５５（５番人気）� ６７２０４（１番人気）� １１７８９（８番人気）
枠連票数 計 ３４３８１２ 的中 （４－６） ３５２２１（３番人気）
普通馬連票数 計１０２３３１６ 的中 �� ３５６２６（８番人気）
馬単票数 計 ８５８９７８ 的中 �� １１３７２（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２７９１ 的中 �� ８５２６（９番人気）�� ２６５８（３１番人気）�� ４４４３（１６番人気）
３連複票数 計１３２２７７７ 的中 ��� ７１７１（４４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．６―１２．５―１３．０―１３．０―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．７―３４．３―４６．８―５９．８―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヤマニンノベリスト �
�
父 ヤマニンリスペクト �

�
母父 カツラギエース デビュー ２００６．１０．２１ 福島５着

２００４．５．７生 牝３鹿 母 ヤマニンクラシック 母母 ヤマニンポリシー ７戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔発走状況〕 ウェーブガール号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔暴れる〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻６分遅延。
〔調教再審査〕 ウェーブガール号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウェーブガール号・タネノエンジェル号は，平成１９年７月１０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〕 カネコメスパークー号は，平成１９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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ウェディングライト号・トンメイ号・ユーワキャロル号
※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。



１４０８６ ６月１０日 雨 良 （１９東京３）第８日 第２競走 ��
��２，１００�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

２：０８．０
２：０５．９

良

良

２３ � アビリティガーデン 牡３黒鹿５６ 坂井 英光臼田 浩義氏 戸田 博文 米 Hiroyoshi
Usuda ４８２－ ８２：１４．４ ２８．１�

（大井）

５９ � アストラルレイ 牡３青 ５６
５５ ☆大野 拓弥加藤 厚子氏 松永 康利 静内 野坂牧場 ５０４＋ ６２：１４．７１� ２５．２�

４７ � ハ ヤ テ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 信成牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ２．６�
７１３ ニチリンサンカ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一岡田 勇氏 加賀 武見 様似 �村 伸一 ４９０－ ２２：１５．４４ ７４．７�
２４ � ジョウテンファミリ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊田邉 久男氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４８６＋ ２２：１５．６１	 ５．３�
８１５ ホクセイランド 牡３栗 ５６ 田辺 裕信宮川 純造氏 鈴木 勝美 新冠 中地 茂美 B４７０－１０ 〃 クビ １２２．６�
１２ �
 コスモライゼン 牝３栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 加賀 武見 門別 千葉飯田牧場 ４７０＋１２２：１６．０２� １６．２	
５１０� ワタシキレイ 牝３栗 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 静内 タイヘイ牧場 ４５８± ０２：１６．１クビ １９．９

７１４ トーセンペガサス 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝島川 �哉氏 萩原 清 門別 三城牧場 ４４６＋ ６２：１６．４２ ３．６�
１１ � トーセンヴェリタス 牡３鹿 ５６ 御神本訓史島川 �哉氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ４４６－ ８２：１６．５� １５４．７

（大井）

６１２ オートスピリット 牡３鹿 ５６ 小林 淳一大戸 時子氏 土田 稔 新冠 土井牧場 ４６６－ ２２：１６．８１� １６８．８�
８１６ ホクセツカントリー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣平島 尚武氏 根本 康広 静内 八田ファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ ２６．６�
３５ � ローレルスマッシュ 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥 �ローレルレーシング 高橋 義博 門別 ファニーフレンズファーム ４５８－ ４２：１７．９７ ６３．８�
４８ � テンジンイナバウア 牝３鹿 ５４ 田中 剛�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４３２－ ８２：１８．０� ８２．４�
３６ マグマカザン 牡３栗 ５６ 田中 勝春廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 小倉牧場 ４７８＋ ４２：１８．２１ ８．８�
６１１ ジェニーサンサン 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４１８＋ ４２：１８．９４ ３５５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２３８，４００円 複勝： ３４，０６４，１００円 枠連： ２９，７１７，５００円

普通馬連： １１３，６７５，６００円 馬単： １０３，１０２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９７３，５００円

３連複： １４９，１４７，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４８７，９１８，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２，８１０円 複 勝 � ５２０円 � ４８０円 � １３０円 枠 連（２－５） ２，７９０円

普通馬連 �� ２６，２４０円 馬 単 �� ５２，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１９０円 �� ９８０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� １５，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６２３８４ 的中 � ７３７１（９番人気）
複勝票数 計 ３４０６４１ 的中 � １２６７４（８番人気）� １４１２６（７番人気）� １０９１００（１番人気）
枠連票数 計 ２９７１７５ 的中 （２－５） ７８６４（１３番人気）
普通馬連票数 計１１３６７５６ 的中 �� ３１９８（４４番人気）
馬単票数 計１０３１０２０ 的中 �� １４４８（８７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９７３５ 的中 �� １４４９（４４番人気）�� ８２１５（１０番人気）�� ９１７６（９番人気）
３連複票数 計１４９１４７２ 的中 ��� ７３３９（４４番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．３―１２．７―１３．０―１２．６―１２．８―１３．１―１３．０―１２．８―１２．８―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．３―３１．０―４４．０―５６．６―１：０９．４―１：２２．５―１：３５．５―１：４８．３―２：０１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アビリティガーデン �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Caerleon デビュー ２００７．１．２７ 東京７着

２００４．５．６生 牡３黒鹿 母 Hiroo Garden 母母 Sweeping ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時３５分に変更。
〔制裁〕 ジョウテンファミリ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
〔３走成績による出走制限〕 ジェニーサンサン号は，平成１９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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シルクアドニス号・スズライトアップ号・タイムオブデライト号
※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。



１４０８７ ６月１０日 雨 良 （１９東京３）第８日 第３競走 ��
��１，４００�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 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

４７ � デュポンサークル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春渡邊 隆氏 古賀 慎明 英 T. Watanabe ４１０＋ ６１：２３．４ ２．８�

６１１�� アドマイヤヒビキ 牡３青鹿５６ 福永 祐一近藤 利一氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６４＋１０１：２３．９３ ３．６�
７１４�� ミッキーダンディ 牡３青 ５６ 武 豊野田みづき氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４４６ ― 〃 ハナ ５．１�
５１０� リサイトアチャーム 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 �グリーンファーム 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：２４．４３ １１．４�
５９ メジロレグルス 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ５３６ ―１：２４．５クビ ２２．２�
８１６� ア ム リ タ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海西浦 和男氏 土田 稔 浦河 浦河小林牧場 ４３６＋ ８１：２４．６	 ２１．５	
４８ ビッグステージ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠坪野谷和平氏 柄崎 孝 静内 西村 和夫 ４６２－ ２１：２４．８１	 ６．７

７１３� トーセンヒヨシマル 牡３鹿 ５６ 石橋 脩島川 �哉氏 柴田 政人 英 Michael Ng ４１６－１６ 〃 クビ ２１３．７�
２４ サンワードソング 牝３栗 ５４ 御神本訓史古谷 敏明氏 南田美知雄 浦河 梅田牧場 B４７０＋ ２１：２４．９	 １６３．９

（大井）

３６ フィギュアダンス 牝３栗 ５４ 津村 明秀栗嶋 豊明氏 坂本 勝美 門別 福満牧場 ４５０＋ ６１：２５．０	 ９８．９�

２３ � セトウチハート 牝３栗 ５４ 柴田 善臣高橋 勉氏 堀 宣行 三石 中田 英樹 ４４０＋ ８ 〃 ハナ ３９．４�
（７７１０）

８１７� ジ ャ ジ ャ コ 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳�辻牧場 栗田 博憲 様似 様似共栄牧場 ４４２ ―１：２５．１	 ２０８．１�
３５ � タケデンコンゴウ 牡３鹿 ５６ 江田 照男武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４６６－ ６１：２５．４２ ２３４．４�
１２ � ムーランヴェール 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次齊藤四方司氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４１８＋ ４１：２５．５	 １３７．９�
１１ ヒカルラブレター 牝３栗 ５４ 小野 次郎高橋 光氏 西塚 安夫 門別 下川 茂広 ３８４＋１０１：２５．９２	 ２９７．１�
７１５� シーイズタンタン 牝３鹿 ５４ 田面木博公下田穰一郎氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４２２－２０１：２６．２２ ２７８．７�
６１２� カワカミパイン 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹 �三石川上牧場 松永 康利 千歳 社台ファーム ４４６ ―１：２７．２６ ３８．５�
８１８� スカイジャズ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司勝一愛馬倶楽部 小笠 倫弘 三石 坂井 高春 ４５４ ―１：２７．４１ １９９．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，１７８，５００円 複勝： ３０，３９８，４００円 枠連： ３２，６５１，９００円

普通馬連： １０９，１０７，０００円 馬単： １０１，２０８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６６４，６００円

３連複： １３１，２４５，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４６２，４５４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（４－６） ３４０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４７０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９１７８５ 的中 � ８２７９２（１番人気）
複勝票数 計 ３０３９８４ 的中 � ８０５７５（１番人気）� ６２６５６（２番人気）� ３３８８８（４番人気）
枠連票数 計 ３２６５１９ 的中 （４－６） ７２１１２（１番人気）
普通馬連票数 計１０９１０７０ 的中 �� １７４３１７（１番人気）
馬単票数 計１０１２０８７ 的中 �� ８２９２１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６６４６ 的中 �� ３１２２６（１番人気）�� １４２６４（５番人気）�� １４３７９（４番人気）
３連複票数 計１３１２４５７ 的中 ��� ８４６０８（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．５―４７．３―５８．９―１：１０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．１
３ ７（３，１１）（２，８）（４，５，１０）６，１６（１，９）１３，１２，１５，１４－（１７，１８） ４ ７－１１，３（４，８，５，１０）－（２，６）１６，９－（１，１３）－１２（１５，１４）－１７－１８

勝馬の
紹 介

�デュポンサークル �
�
父 Rainbow Quest �

�
母父 Theatrical デビュー ２００７．５．１３ 東京２着

２００４．２．２７生 牝３鹿 母 Ballet Girl 母母 Atelier ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 デュポンサークル号は，右前肢落鉄。発走時刻３分遅延。
〔制裁〕 アムリタ号の調教師土田稔は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 グラスパワー号・フィールフィット号
（非抽選馬） ９頭 ウインメガガール号・オンワードドーター号・クリールバレット号・ジューシー号・タワードピーク号・

ファイアースター号・ブルーヴィーナス号・マルターズコッパー号・ミリオンバンブー号
※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。



１４０８８ ６月１０日 雨 稍重 （１９東京３）第８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

５９ � ビービーファルコン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４４２－ ２２：０３．９ ４．３�

８１５�� ワキノパワー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海脇山 良之氏 萩原 清 門別 下河辺牧場 ４３６± ０２：０４．４３ ４．０�
４８ � エアシャムス 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２２：０４．７２ ３．８�
１２ トーセンサンクス 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康島川 �哉氏 斎藤 宏 静内 小倉 光博 ４３８＋１０２：０４．８� １８．２�
６１２� コスモアンファング 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 堀 宣行 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ８２：０４．９	 ４．６	
３５ � マルマツフェロー 牡３栗 ５６ 吉田 豊松田 敏雄氏 内藤 一雄 浦河 村下牧場 ４５２－ ２２：０５．０� ５４．１

７１４ サドラーズボーイ 牡３鹿 ５６ 江田 照男谷 研司氏 大和田 稔 青森 明成牧場 ４４４－ ６ 〃 ハナ ３５．４�
７１３� モハチビスティー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣ビスティーズホース

ユニオン 大江原 哲 静内 泊 寿幸 ４６８＋ ４２：０５．４２� １３．８�
８１６� プ ー ク ン 牡３栗 ５６

５５ ☆塚田 祥雄後藤田公仁氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４２：０５．６１
 １６４．１
２３ �� アポロバンチョウ 牡３鹿 ５６ 田中 剛アポロサラブレッドクラブ 佐藤 吉勝 平取 清水牧場 ４９０＋ ４２：０５．７� １９．３�
６１１� アポロニウス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義吉田 勝己氏 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ６２：０５．８� ５７．４�
１１ � ローレルオリオン 牡３栗 ５６ 西田雄一郎 �ローレルレーシング 石栗 龍彦 新冠 ヒノデファーム B４８８± ０２：０５．９クビ １７２．２�
２４ � エネルクルー 牡３鹿 ５６ 坂井 英光鈴木 康弘氏 浅野洋一郎 鵡川 西山牧場 ４４４＋ ８ 〃 ハナ １２４．６�

（大井）

４７ � ファンシーショップ 牝３青鹿５４ 御神本訓史 �イースターサンデー 菊川 正達 浦河 山春牧場 ４３８－ ６２：０６．５３� ７３．０�
（大井）

３６ � リカオーウィナー 牡３鹿 ５６
５３ ▲佐藤 聖也馬場瑛八郎氏 田子 冬樹 門別 新井 昭二 B４８８＋１６２：０７．４５ ３３６．５�

５１０� イエスドラゴン 牝３黒鹿５４ 左海 誠二下河�美智子氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５１８＋１６２：０８．４６ ７８．３�
（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７３１，８００円 複勝： ３３，４２９，７００円 枠連： ３０，３８７，５００円

普通馬連： １１５，７４５，５００円 馬単： １０４，１９１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１６４，６００円

３連複： １５９，９３２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５０４，５８２，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（５－８） ７５０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３１０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８７３１８ 的中 � ５３２２３（３番人気）
複勝票数 計 ３３４２９７ 的中 � ６６１４５（１番人気）� ６４６３５（２番人気）� ５５６６５（４番人気）
枠連票数 計 ３０３８７５ 的中 （５－８） ３００２２（３番人気）
普通馬連票数 計１１５７４５５ 的中 �� １０３９５４（２番人気）
馬単票数 計１０４１９１３ 的中 �� ４３０９１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１６４６ 的中 �� ２２５８７（２番人気）�� ２６９７７（１番人気）�� １６８２５（６番人気）
３連複票数 計１５９９３２３ 的中 ��� １１８３４４（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１１．５―１２．０―１２．６―１２．９―１３．１―１２．４―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３５．７―４７．７―１：００．３―１：１３．２―１：２６．３―１：３８．７―１：５０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．６

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

勝馬の
紹 介

�ビービーファルコン �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ダンスホール デビュー ２００７．３．４ 中山４着

２００４．５．１４生 牡３鹿 母 スイートバミューダ 母母 スイートジヨアンナ ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ローレルオリオン号は，平成１９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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コスモウィップ号・タイガーマスク号
（非抽選馬） １頭 トライヤヌス号
※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。



１４０８９ ６月１０日 雨 稍重 （１９東京３）第８日 第５競走 ��
��１，６００�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 １，４５０，０００
１，４５０，０００

円
円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１６� ディヴァインシチー 牡３鹿 ５６ 武 豊 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 目名太山口
牧場 ４８２＋ ２１：３７．９ ２．５�

２３
�
�
� オペラダンディ 牡３栗 ５６ 松岡 正海小林けい子氏 水野 貴広 浦河 近藤牧場 ４７０＋ ４１：３８．２１	 １５．５�

１１ アドマイヤワールド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春近藤 利一氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ５２０－ ２１：３８．３
 ６．２�
７１３� アイアムレギュラー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊堀 紘一氏 小島 茂之 浦河 三嶋牧場 ４７０－ ６ 〃 同着 ２２．９�
３５

�
�
� レイズミーアップ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人平井 裕氏 秋山 雅一 三石 前川 清彦 ４８６＋ ６ 〃 クビ ２７．５�

５９ ダイワルビア 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 早来 ノーザンファーム ５１４－ ８１：３８．５１� ９．５�
３６ �� コスモファルバラン 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 博康 	ビッグレッドファーム 秋山 雅一 三石 坂本牧場 ４６４－ ２１：３８．６
 ６９．２

１２ � サニーラブカフェ 牝３鹿 ５４ 吉永 護西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４８０＋ ６１：３９．０２
 １５．３�
６１２� チノハテマデモ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人北所 直人氏 佐藤 全弘 静内 見上牧場 ４９０－ ２１：３９．２１
 ４２．６�
６１１� ハードランナー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４９２＋ ６ 〃 アタマ ２２０．４
４８ ホワイトベッセル 牡３白 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ４１：３９．３
 ４．０�
７１４� アクロスザスター 牡３栗 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 Karla

Wolfson ５１２＋ ４１：４０．２５ ６８．３�
５１０�� トーセンアイリス 牝３栗 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９８＋ ８１：４０．３	 ３１．５�
２４ � トミノクロカミ 牝３青 ５４ 御神本訓史富岡 喜平氏 小野寺晋広 静内 富岡 廣光 ４４６＋ ４１：４０．８３ １１７．５�

（大井） （大井）

４７ オ ー デ ン セ 牡３栗 ５６ 津村 明秀栗坂 崇氏 沢 峰次 門別 中川牧場 B４６２＋ ２１：４１．５４ １８６．７�
８１５� コスミックスピード 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹池谷 誠一氏 本間 忍 新冠 新冠橋本牧場 ４７０＋１４１：４１．７１ ３３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，０７９，２００円 複勝： ３８，９０１，３００円 枠連： ３９，３４３，４００円

普通馬連： １２９，４８９，７００円 馬単： １２１，８０２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，３１２，６００円

３連複： １７９，７６７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５８１，６９７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 �
�

１４０円
２９０円 枠 連（２－８） １，３７０円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 ��

��
２１０円
５９０円

��
��

６４０円
１，７８０円

３ 連 複 ���
���

１，４２０円
４，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２０７９２ 的中 � １０２５１３（１番人気）
複勝票数 計 ３８９０１３ 的中 �

�
１０７５８０
１８４４６

（１番人気）
（７番人気）

� ２０１４８（６番人気）� ６０３６７（３番人気）

枠連票数 計 ３９３４３４ 的中 （２－８） ２１２４１（５番人気）
普通馬連票数 計１２９４８９７ 的中 �� ７０１９２（４番人気）
馬単票数 計１２１８０２９ 的中 �� ４０２６２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０３１２６ 的中 ��

��
１７２９１
８６２１
（５番人気）
（１１番人気）

��
��

３５９６４
２８５６
（１番人気）
（３４番人気）

�� ９４４３（１０番人気）

３連複票数 計１７９７６７９ 的中 ��� ４７７２２（５番人気）��� １４８６５（２９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．３―１２．１―１２．７―１２．３―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．６―４６．７―５９．４―１：１１．７―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ディヴァインシチー �
�
父 ディヴァインライト �

�
母父 アレミロード デビュー ２００６．１０．８ 東京６着

２００４．５．２０生 牡３鹿 母 ア ン ノ ー ラ 母母 ブルーエレガンス ７戦２勝 賞金 １８，６００，０００円
〔発走状況〕 ホワイトベッセル号は，枠入り不良。
※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 アタゴコマンダー号・エルベンセドール号・ケージーシルキー号・ゴールドマイン号・タカラトゥルー号・

トウカイカントリー号・ユウコン号・ラストベガ号
※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。



１４０９０ ６月１０日 雨 稍重 （１９東京３）第８日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

６１２� カレンナサクラ 牝３栗 ５４ 武士沢友治北所 直人氏 保田 一隆 静内 見上牧場 ４４４＋ ４１：２４．１ ７．６�

４７ � メ ダ イ ヨ ン 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝浅田 次郎氏 河野 通文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４＋ ４１：２４．４１� ３．６�

５１０� キルシュブリューテ 牝３鹿 ５４ 穂苅 寿彦 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４５８－ ２ 〃 クビ ３９．３�
２３ � アップルサイダー 牡３青鹿５６ 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム ４７０－ ４１：２４．５� ３．４�
５９ 	 サウスヒューマー 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 博康南波 壽氏 高橋 祥泰 米 WinStar
Farm, LLC ４６４＋ ４１：２４．６� １６．６�

６１１ マイニングゴールド 牡３栗 ５６ 小野 次郎泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４５４－ ２１：２４．８１� １７．６�
７１５� ニシノクイック 牡３黒鹿５６ 御神本訓史西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４７２－１８１：２５．０１� １５．２	

（大井）

８１８ アイアムポセイドン 牡３栗 ５６
５５ ☆大野 拓弥堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２ 〃 ハナ ２２．６


３６ 
 タカラタロウ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠村山 義男氏 田村 康仁 鵡川 清水ファーム ４７０＋ ６１：２５．２� ４７．８�
１２ � テイクマイアイズ 牝３黒鹿５４ 左海 誠二小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６１：２５．５１� ６７．５�

（船橋）

７１３�� ダノンマッハ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二�ダノックス 戸田 博文 千歳 社台ファーム B５０４－ ６１：２５．８１� ４．４
４８ � エーシンエッティン 牝３鹿 ５４ 坂井 英光古澤 秋信氏 藤村 和生 浦河 小島牧場 ４５０± ０１：２５．９� １５６．０�

（大井） （大井）

１１ セントラルボーイ 牡３青鹿５６ 横山 義行玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 有限会社
飯田牧場 B４７６＋ ２１：２６．０� ２２０．５�

７１４� ウルトラソウル 牡３芦 ５６ 吉田 豊 �天羽治牧場 武市 康男 浦河 三栄牧場 ４６４± ０１：２６．１� １０１．７�
８１７� エイティブライアン 牡３鹿 ５６ 的場 直之葛西 宣行氏 遠藤 茂 門別 大沢育成牧場 ４２０－ １１：２６．２クビ １８４．０�

（大井） （大井）

８１６ ニシノカムシン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人西山 茂行氏 相沢 郁 鵡川 西山牧場 ４３６－ ２１：２６．４１� １３１．６�
３５ 
 ソ ウ レ イ 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人国光 正憲氏 沢 峰次 青森 明成牧場 ４３０＋１０１：２７．０３� ２５２．０�
２４ 
 シュガータイム 牝３栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗増田 陽一氏 畠山 重則 様似 水上 祐範 ４３２＋ ４１：２７．６３� ３３６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，８７３，９００円 複勝： ３５，７６５，２００円 枠連： ３４，５１０，７００円

普通馬連： １２６，４０５，４００円 馬単： １１１，７９８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，６４０，４００円

３連複： １６５，３５０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５３７，３４５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２４０円 � １５０円 � ６５０円 枠 連（４－６） ７４０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ２，４１０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ７，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８８７３９ 的中 � ２９９６９（４番人気）
複勝票数 計 ３５７６５２ 的中 � ３７５４３（４番人気）� ８９０５４（１番人気）� １０４７１（９番人気）
枠連票数 計 ３４５１０７ 的中 （４－６） ３４５９３（３番人気）
普通馬連票数 計１２６４０５４ 的中 �� ８９３６１（４番人気）
馬単票数 計１１１７９８８ 的中 �� ３１４８０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４６４０４ 的中 �� １８１７８（４番人気）�� ３３５４（２７番人気）�� ６６４２（１４番人気）
３連複票数 計１６５３５０８ 的中 ��� １６８７３（２２番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．１―１２．１―１２．４―１１．９―１１．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．１―３５．２―４７．６―５９．５―１：１０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．５
３ ９，６（５，１０，１１）（２，７）１５，３，１２（８，１６）（１，１８）１３（４，１７，１４） ４ ９，６（１０，１１）（２，７）１５（５，３）１２－（８，１６）１，１８（１７，１３，１４）４

勝馬の
紹 介

�カレンナサクラ �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００６．９．３ 札幌９着

２００４．４．２８生 牝３栗 母 シルクダイアリー 母母 リンネスプレンテイ １２戦２勝 賞金 ２３，３２６，０００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） ９頭 アイファーアンゼン号・エイワハヤブサ号・クレバーデューク号・コアレスレーサー号・ジョウノパンジー号・

チューイングサイン号・デザフィオ号・ヒシブレーブ号・レットイットライド号
※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。



１４０９１ ６月１０日 小雨 稍重 （１９東京３）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

１１ ウエイクアイランド 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：４９．５ ３．５�

５１０�� マイネルグラシュー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 �桁牧場 ４６２± ０１：４９．７１ ３．６�

３６ �� コスモフリーダム 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 中野 隆良 門別 棚川牧場 ５０２＋ ２１：５０．０１� １２．４�
７１３ ブルーマーテル 牡３栗 ５６ 小野 次郎三協軽種馬� 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 ４４０＋ ６ 〃 アタマ １８．２�
８１８� マイネカンナ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４２０＋ ４ 〃 クビ １０２．７	
６１２	 ムーンレスナイト 牡３鹿 ５６ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Premier

Bloodstock ５１６＋１４１：５０．１クビ ６．４

６１１� ユウターヴェール 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ４７０＋ ８１：５０．４１� ２４．７�
４８ �� ジョイザラス 牡３栗 ５６ 北村 宏司齊藤四方司氏 清水 利章 静内 出羽牧場 ４７４＋ ６１：５０．５
 １６．４�
８１６ デ ル マ ア ン 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４４８＋ ４１：５０．７１ ２５．２
１２ � コウヨウアイリーン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ １０．３�
７１４� ケイアイハイタイド 牡３青 ５６ 石橋 脩亀田 守弘氏 柴崎 勇 静内 大滝 康晴 ４８２＋ ６１：５１．４４ １４．２�
２４ ラ ス カ ー ラ 牝３栗 ５４ 御神本訓史栗坂 崇氏 萱野 浩二 静内 キヨタケ牧場 ４５４－１２１：５１．８２
 ５０．４�

（大井）

５９ � ビーアデビル 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４３６－ ２１：５２．０１� ４６．４�
３５ ロードキャニオン �３鹿 ５６

５３ ▲田中 博康 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４２８－ ６１：５２．２１� １０８．６�
７１５ ヨ シ ム ネ 牡３栗 ５６ 繁田 健一上野 耕一氏 須藤 一弘 鵡川 貞広 賢治 ４７８＋ ４ 〃 クビ ２１８．３�

（浦和） （浦和）

４７ � リアルロマン 牡３鹿 ５６ 左海 誠二山口 裕介氏 林 正人 静内 泊 寿幸 ４７０＋ ２１：５２．３クビ １４２．７�
（船橋） （船橋）

８１７�� マイネシャンゼリゼ 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 スガタ牧場 ４７４± ０１：５３．６８ ８５．９�

２３ � マスターカフェ 牡３鹿 ５６
５３ ▲小島 太一西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８４－ ２１：５４．４５ １１８．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，９８５，０００円 複勝： ４０，６０６，９００円 枠連： ４５，２８６，２００円

普通馬連： １５２，６７１，５００円 馬単： １２７，１６２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，７２１，６００円

３連複： １９６，３８８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ６３７，８２２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（１－５） ４８０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ８８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２９８５０ 的中 � ７６１８７（１番人気）
複勝票数 計 ４０６０６９ 的中 � ７２０４１（２番人気）� １０５０００（１番人気）� ２８３５２（５番人気）
枠連票数 計 ４５２８６２ 的中 （１－５） ６９６３４（１番人気）
普通馬連票数 計１５２６７１５ 的中 �� １４６０１４（１番人気）
馬単票数 計１２７１６２７ 的中 �� ６１３４９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２７２１６ 的中 �� ３６７８７（１番人気）�� １１２３８（９番人気）�� １５３１６（４番人気）
３連複票数 計１９６３８８１ 的中 ��� ５２７３３（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．４―４７．７―１：００．４―１：１３．０―１：２４．９―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．５

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

勝馬の
紹 介

ウエイクアイランド �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 Lammtarra デビュー ２００７．１．２７ 東京５着

２００４．４．２２生 牡３鹿 母 アグネスヴァーチ 母母 ブ ル テ ィ ナ ４戦２勝 賞金 １２，７００，０００円
〔発走状況〕 マスターカフェ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネシャンゼリゼ号・マスターカフェ号は，平成１９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） ４頭 エーシンパーティー号・ベルモントルパン号・マイネルハヤト号・レオテンリュウ号
※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。



１４０９２ ６月１０日 小雨 稍重 （１９東京３）第８日 第８競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１１ キラライットウセイ 牡４栗 ５７ 江田 照男北所 直人氏 中川 公成 三石 ニシケンフ
アーム ４６２± ０１：１８．５ ３．８�

２４ � キタグニノホシ 牡４鹿 ５７
５６ ☆大野 拓弥牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４８８＋ ６１：１９．１３� ４４．１�

４８ � ビ ー ボ ー ン 牝４鹿 ５５ 御神本訓史伊達 秀和氏 中川 公成 門別 サンシャイン
牧場 ４７６＋ ２１：１９．３１� １８．５�

（大井）

６１１ テンカジョウ 牝５栗 ５５ 石橋 脩河内 孝夫氏 柴田 政人 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ２１．７�

２３ メンバーズボンド 	４鹿 ５７ 松岡 正海吉田 勝己氏 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４３８－１４ 〃 クビ ２．８�
５９ ゴールドザボーガー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �ゴールドレーシング 秋山 雅一 三石 飯岡牧場 ４９２＋ ２１：１９．５１ １０．０�
７１４ ユウタージパング 牡４栗 ５７ 蛯名 正義上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ５０２－ ４１：１９．６� ５．６	
４７ � ジャスミンフレイズ 牝４鹿 ５５ 五十嵐雄祐内藤 好江氏 高木 登 青森 オオタ牧場 ４７４± ０１：１９．８１� １６２．６

８１５� ボースンズコール 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝�日進牧場 中野 隆良 穂別 真壁 信一 B４６０＋１６１：２０．２２� ８８．８�
３５ タイキプロバンス 牝５鹿 ５５

５２ ▲田中 博康�大樹ファーム 高橋 祥泰 大樹 大樹ファーム ４５８－ ２１：２０．６２� ７．３
６１２ キラウエアシチー 牡７栗 ５７ 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 内藤 一雄 浦河 上山牧場 ４３０－ ６１：２０．７� ５２．０�
７１３� ヨイチトレジャー 牝４鹿 ５５ 田中 勝春加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 鮫川 啓一 B４４４＋ ６１：２１．０１
 ５９．９�
３６ グレートモア 牡４鹿 ５７ 坂井 英光堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ４９０＋ ６１：２１．２１� ５４．０�

（大井）

１２ �� クリノダグラス 牡４黒鹿５７ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 新冠 ハクツ牧場 ４５８＋ ８１：２１．４１� ２４５．３�
８１６� オードリーローズ 牝４鹿 ５５

５２ ▲的場 勇人�小林牧場 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 ４３２－ ９１：２１．７２ ６７．０�
５１０�� カルストンハート 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎清水 貞光氏 高木 登 門別 鹿戸 廣之 ４８０＋ ４１：２３．３１０ ９７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，３３８，１００円 複勝： ３５，１４６，５００円 枠連： ３８，５５８，８００円

普通馬連： １６７，４６３，５００円 馬単： １４３，６０９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，６０５，７００円

３連複： ２０８，６９６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ６６５，４１８，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ９１０円 � ４２０円 枠 連（１－２） ４７０円

普通馬連 �� ７，３９０円 馬 単 �� １１，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１３０円 �� １，０８０円 �� ７，０１０円

３ 連 複 ��� ３３，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１３３８１ 的中 � ６６１９５（２番人気）
複勝票数 計 ３５１４６５ 的中 � ７７４７６（２番人気）� ８００７（８番人気）� １９３２７（６番人気）
枠連票数 計 ３８５５８８ 的中 （１－２） ６１６６２（１番人気）
普通馬連票数 計１６７４６３５ 的中 �� １６７４１（２３番人気）
馬単票数 計１４３６０９７ 的中 �� ９３６１（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０６０５７ 的中 �� ４６９２（２２番人気）�� ９５５８（１２番人気）�� １３８６（５４番人気）
３連複票数 計２０８６９６３ 的中 ��� ４５６８（８２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．７―１７．６―２９．０―４０．９―５３．１―１：０５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キラライットウセイ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Lord Ballina デビュー ２００５．８．１３ 新潟６着

２００３．５．１０生 牡４栗 母 ミラーマジック 母母 Mirramanda １６戦２勝 賞金 ２８，９５０，０００円
〔制裁〕 キラライットウセイ号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カルストンハート号は，平成１９年７月１０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〕 ヨイチトレジャー号・クリノダグラス号は，平成１９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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 クレバージェフリー号・デピュティジャパン号・トーアキンボシ号・ブルーポラリス号・ホトダー号・

ロドリーバニヤン号
※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。



１４０９３ ６月１０日 曇 稍重 （１９東京３）第８日 第９競走 ��
��２，１００�

い せ ざ き

伊 勢 佐 木 特 別
発走１４時２５分 （ダート・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１８．６．１０以降１９．６．３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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

２：０８．０
２：０５．９

良

良

４８ � ハルクバニヤン 牡５栗 ５６ 柴田 善臣津村 靖志氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ４２：１１．２ ３．２�

５９ �� マキバスマイル 牡５黒鹿５４ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 勝川牧場 ４８２＋ ６２：１１．４１	 ７．２�
４７ ナリタブラック 牡５芦 ５４ 松岡 正海�オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ４８２－ ６２：１１．５クビ ２０．３�
１２ � トシツカサオー 牡４栗 ５４ 勝浦 正樹上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ５０４＋１０２：１１．７１
 １６．３�
２３ �� トーセンベルボーイ 牡５芦 ５３ 田中 勝春島川 �哉氏 栗田 博憲 新冠 新冠橋本牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ １７．９�
７１４ アサクサムスタング 牡６栗 ５６ 横山 典弘田原 慶子氏 作田 誠二 白老 白老ファーム ４６６－ ４ 〃 アタマ ５．４	
３５ � ゼンノジュウシン 牡４栗 ５４ 御神本訓史大迫久美子氏 大久保龍志 平取 坂東牧場 ４７４＋ ６２：１１．８	 ５５．６


（大井）

１１ �� タマモアーチスト 牡７栗 ５５ 左海 誠二タマモ� 伊藤 圭三 門別 藤本ファーム B４９８－ ８２：１２．０１
 １０１．８�
（船橋）

７１３� ダブルブラザー 牡６鹿 ５５ 武士沢友治藤田与志男氏 岩戸 孝樹 米 Jim Hawkins &
Lois Hawkins ４６２＋ ４２：１２．３２ ２１．８�

８１６� アポロイレヴン 牡６鹿 ５５ 武 豊 サンデーレーシング 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６２：１２．４クビ １７．８�
６１２� オースミダンスイン 牡５鹿 ５４ 江田 照男�オースミ 菅原 泰夫 門別 本間牧場 ５５６± ０２：１２．８２	 １５７．６�
６１１� ハウンドコップ 牡８鹿 ５７ 吉田 隼人齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B４９４＋ ２２：１２．９	 ３９．１�
３６ � トーアセンヒメ 牝５栗 ５１ 中谷 雄太東亜駿馬� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 ４３０－ ２２：１３．０クビ １２９．１�
５１０ サンシーズン 牡５鹿 ５７ 松田 大作竹内十志夫氏 昆 貢 静内 フジワラフアーム ５０６－ ６２：１３．１	 ３．９�
８１５ グランドハリケーン 牡６鹿 ５５ 津村 明秀グランド牧場 武市 康男 静内 グランド牧場 ４６４－ ２２：１３．５２	 ３５．４�
２４ ワンダーゼネラス 牡６鹿 ５２ 塚田 祥雄山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４５６－３４２：１６．０大差 ２０２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，１０５，９００円 複勝： ５６，６５５，７００円 枠連： ５７，５１６，８００円

普通馬連： ２３９，４６１，４００円 馬単： １５２，６８４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，７５９，６００円

３連複： ２２５，４０２，０００円 ３連単： ５４９，７５６，１００円 計： １，３７６，３４２，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � ４４０円 枠 連（４－５） ３９０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １，２００円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ６，７４０円 ３ 連 単 ��� ３１，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３７１０５９ 的中 � ９２２３６（１番人気）
複勝票数 計 ５６６５５７ 的中 � １２８２８８（１番人気）� ５４６５０（４番人気）� ２６５７２（７番人気）
枠連票数 計 ５７５１６８ 的中 （４－５） １１０３０４（１番人気）
普通馬連票数 計２３９４６１４ 的中 �� １３４３２６（４番人気）
馬単票数 計１５２６８４８ 的中 �� ４６４７２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７７５９６ 的中 �� ２５８０７（４番人気）�� １１７１２（１４番人気）�� ６１１７（２９番人気）
３連複票数 計２２５４０２０ 的中 ��� ２４６９３（１８番人気）
３連単票数 計５４９７５６１ 的中 ��� １２７３１（８４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１２．２―１３．０―１２．６―１２．６―１３．０―１２．８―１２．２―１２．０―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．２―３０．４―４３．４―５６．０―１：０８．６―１：２１．６―１：３４．４―１：４６．６―１：５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ハルクバニヤン �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００５．９．４ 札幌２着

２００２．２．８生 牡５栗 母 サーモンタイム 母母 Icelette １３戦４勝 賞金 ５３，８６５，０００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。



１４０９４ ６月１０日 曇 稍重 （１９東京３）第８日 第１０競走 ��
��２，０００�ジューンステークス

発走１５時００分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

２３ � ミュージックホーク 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三加藤 久枝氏 中竹 和也 米 River Bend
Farm, Inc. ４７０± ０２：０３．０ ２５．２�

５８ � カフェベネチアン 牡７芦 ５７ 横山 典弘西川 恭子氏 松山 康久 米 Alan S. Kline ５０２＋ ４２：０３．３１� １２．１�
４６ トロフィーディール 牡４鹿 ５７ 武 豊青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４６０＋ ２ 〃 ハナ ２．０�
２２ 	 ア ク レ イ ム 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２２：０３．４
 ５．８�
５９ ドリームパートナー �７鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６４－ ４２：０３．７２ ６．３�
７１２	 マルタカハーモニー 牡５黒鹿５７ 御神本訓史高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ １９．５�
（大井）

４７ ゴージャスディナー 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二臼田 浩義氏 清水 利章 千歳 社台ファーム ４７２－１２ 〃 ハナ ６０．０�
６１１	 モリノミヤコ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４７２－ ２２：０４．２３ １１．２	
１１ チョウカイフライト 牡８黒鹿５７ 福永 祐一
平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ５１．１�
８１４ ワンダードリーム �６黒鹿５７ 吉田 豊山本 信行氏 加賀 武見 静内 高橋 修 ４３４± ０２：０４．３� ７７．８�
６１０ オートゼウス 牡８黒鹿５７ 小林 淳一大戸 時子氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４７２± ０２：０４．４クビ ３４．４
７１３ ウォーライクトニー 牡７栗 ５７ 田中 勝春 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ ２９．５�
３５ トウカイハッスル 牡６黒鹿５７ 左海 誠二内村 正則氏 成島 英春 平取 びらとり牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ９１．３�

（船橋）

８１５� ファイトクラブ 牡７鹿 ５７ 坂井 英光臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５１６＋ ２２：０５．７８ ４１．９�
（大井）

３４ ソ ウ ゴ ン 牡８鹿 ５７ 石神 深一国光 正憲氏 石毛 善彦 青森 明成牧場 ５０６－ ６ 〃 クビ １３１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４４，３０８，３００円 複勝： ５８，６３３，０００円 枠連： ７１，０５８，４００円

普通馬連： ２７５，８６２，３００円 馬単： １９３，９７２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，１９８，８００円

３連複： ２４７，１８８，２００円 ３連単： ６４２，０１２，９００円 計： １，５９６，２３４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２，５２０円 複 勝 � ５５０円 � ２８０円 � １２０円 枠 連（２－５） １，０３０円

普通馬連 �� １１，６００円 馬 単 �� ２６，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８００円 �� ７８０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ５，７２０円 ３ 連 単 ��� ７８，８５０円

票 数

単勝票数 計 ４４３０８３ 的中 � １３８８２（７番人気）
複勝票数 計 ５８６３３０ 的中 � １９１７５（９番人気）� ４４５２９（５番人気）� １９６０６７（１番人気）
枠連票数 計 ７１０５８４ 的中 （２－５） ５０９７９（５番人気）
普通馬連票数 計２７５８６２３ 的中 �� １７５５５（３１番人気）
馬単票数 計１９３９７２７ 的中 �� ５３６２（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３１９８８ 的中 �� ５１５４（３１番人気）�� １９９６８（６番人気）�� ３５８１５（４番人気）
３連複票数 計２４７１８８２ 的中 ��� ３１９４２（１７番人気）
３連単票数 計６４２０１２９ 的中 ��� ６００９（２０７番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１２．３―１２．２―１２．７―１２．８―１２．４―１１．２―１１．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２５．０―３７．３―４９．５―１：０２．２―１：１５．０―１：２７．４―１：３８．６―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６

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

勝馬の
紹 介

�ミュージックホーク �
�
父 Silver Hawk �

�
母父 Miswaki デビュー ２００３．７．１３ 函館１着

２００１．５．３生 牡６栗 母 Music Lane 母母 Strait Lane ３２戦４勝 賞金 ８１，４６０，０００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。



１４０９５ ６月１０日 曇 稍重 （１９東京３）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第２４回エプソムカップ（ＧⅢ）

発走１５時３５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 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６５８，０００円 １８８，０００円 ９４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

１２ エイシンデピュティ 牡５栗 ５６ 田中 勝春平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４９４± ０１：４８．３ ９．３�

８１７ ブライトトゥモロー 牡５鹿 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 白老ファーム ４９８－ ６ 〃 クビ ６．４�
７１４ サイレントプライド 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７８－ ４ 〃 ハナ ３．８�
５９ � ファイングレイン 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８２－１２１：４８．４クビ １９．０�
１１ トウショウカレッジ 牡５鹿 ５６ 松田 大作トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５４２＋ ２ 〃 ハナ ３８．６�
４７ � ダンスインザモア 牡５黒鹿５６ 松岡 正海木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５１６＋ ２ 〃 ハナ ７．５	
７１３� ホッコーソレソレー 牡５青鹿５６ 蛯名 正義矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４６４＋ ２１：４８．７２ １４．５

４８ � サンバレンティン 牡６栗 ５６ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４６０－ ４１：４８．９１ ２５．１�
６１２ デアリングハート 牝５栃栗５５ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２８－ ４１：４９．２２ ６．５�
２３ ピサノパテック 牡５栗 ５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５０２＋ ４１：４９．４１	 ９．６
３５ 
 タイガーカフェ 牡８黒鹿５６ 田中 剛西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム B４８４－１０ 〃 同着 ３９．７�
８１６ ソーユアフロスト 牡６鹿 ５６ 村田 一誠臼田 浩義氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ５３４－ ２１：４９．８２	 ６１．２�
２４ 
 マイネルレコルト 牡５鹿 ５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 三石 田上 稔 ４８８＋ ２１：４９．９クビ １８．９�
３６ � インマイアイズ 牡６鹿 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 清水 出美 早来 ノーザンファーム ５４４－ ６１：５０．０� ４２．８�
５１０� ローマンエンパイア 牡８黒鹿５６ 菊沢 隆徳�ターフ・スポート坂本 勝美 浦河 中島牧場 ５３０＋ ２１：５０．９５ １０７．０�
８１８� フジサイレンス 牡７黒鹿５６ 大野 拓弥浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４９６＋ ２１：５１．１１ ９８．２�
６１１ グラスポジション 牡８鹿 ５６ 御神本訓史半沢� 尾形 充弘 門別 碧雲牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ １３８．２�

（大井）

７１５
 スズノマーチ 牡７栗 ５６ 北村 宏司小紫 芳夫氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９２－ ６１：５１．６３ １０９．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４９，４７１，６００円 複勝： １８４，３７５，９００円 枠連： ２４４，３８２，９００円

普通馬連： １，２０８，９７４，７００円 馬単： ６７８，８５０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３６，２１５，１００円

３連複： １，２０７，０３７，８００円 ３連単： ２，５２０，２８４，７００円 計： ６，４２９，５９３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（１－８） １，９７０円

普通馬連 �� ２，４３０円 馬 単 �� ５，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ６３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� １６，３６０円

票 数

単勝票数 計１４９４７１６ 的中 � １２７８５７（５番人気）
複勝票数 計１８４３７５９ 的中 � １４３３４４（５番人気）� ２２５５８９（３番人気）� ３８５２８１（１番人気）
枠連票数 計２４４３８２９ 的中 （１－８） ９１８７８（９番人気）
普通馬連票数 計１２０８９７４７ 的中 �� ３６７８２５（７番人気）
馬単票数 計６７８８５０６ 的中 �� １００２１４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２３６２１５１ 的中 �� ５８４３２（８番人気）�� ９１８３５（４番人気）�� １４９５９６（１番人気）
３連複票数 計１２０７０３７８ 的中 ��� ３６２０３２（２番人気）
３連単票数 計２５２０２８４７ 的中 ��� １１３７３８（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．５―４８．３―１：００．７―１：１２．５―１：２３．９―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．８

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

勝馬の
紹 介

エイシンデピュティ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．４．２４ 京都４着

２００２．４．９生 牡５栗 母 エイシンマッカレン 母母 Ladanum １９戦７勝 賞金 １５４，６３９，０００円
〔制裁〕 スズノマーチ号の騎手北村宏司は，向正面で急に内側に斜行したことについて平成１９年６月１６日から平成１９年６月２４日

まで騎乗停止。
〔その他〕 スズノマーチ号〔１８位入線〕は，向正面で急に内側に斜行して「デアリングハート」号〔９位入線〕の走行を妨害。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１１頭 アグネスシラヌイ号・シアトルユー号・ショウナンタキオン号・タイキジリオン号・テンジンムサシ号・

トールハンマー号・ナイトフライヤー号・パラダイスシチー号・フサイチアウステル号・マチカネキララ号・
ロードフラッグ号

※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。



１４０９６ ６月１０日 曇 稍重 （１９東京３）第８日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５９ � ニシノフリーダム 牡４栗 ５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５３０± ０１：３６．３ ８．８�

７１３�	 パートゥーアワーズ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４４４－ ４ 〃 アタマ ５．５�
２３ クラウニングワーク 牡５栗 ５７ 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ １６．５�
４７ エレアシチー 牝６鹿 ５５ 左海 誠二 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 門別 井本 文雄 ４６４＋ ８１：３６．４
 ７８．０�

（船橋）

３６ 	 スーパーワシントン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４６６＋ ６１：３６．６１ ５．７�
３５ �	 ダイイチミラクル �７芦

５７
５４ ▲田中 博康�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４９６＋１４ 〃 ハナ ７．５	

２４ � クリノビスケット 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 内藤 一雄 門別 三輪牧場 ４３４＋ ６ 〃 ハナ ２１．６

６１１�	 スピードタッチ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ４９６＋ ４ 〃 クビ ３．７�
６１２� カツヨカムトゥルー 牡４鹿 ５７ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４４４± ０１：３６．７
 １９．４�
７１４� ローリーポーリー 牝６黒鹿５５ 横山 典弘加藤 信之氏 菊川 正達 浦河 安藤牧場 ４６８＋ ６１：３６．８ ３８．２
５１０� キングオザー 牡５芦 ５７ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４４２＋ ４１：３６．９クビ ３０．６�
４８ � ストラスアイラ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春田原 邦男氏 小島 茂之 門別 荒井ファーム ４８２＋ ２１：３７．０
 １８．８�
８１６� カームブレイカー 牡７栗 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５３８－ ４ 〃 アタマ ２８．７�
１２ � シャドウムーン 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人飯塚 知一氏 斎藤 誠 新冠 川上 悦夫 ４６０＋ ２１：３７．４２ ３８．６�
８１５ パレスエベレスト 牡５栗 ５７ 江田 照男西村 豊氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 ４３８＋ ２１：３７．６１ ７２．５�
８１７ ロケットパンチ 牡７鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人 �フジワラ・ファーム 的場 均 三石 元茂牧場 ４６４＋ ２１：３７．９１
 ５４．３�
１１ ダンシングホーク 牡８黒鹿５７ 御神本訓史�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ５００－ ８１：４１．０大差 ８９．４�

（大井）

（１７頭）

売 得 金

単勝： ５０，０７５，８００円 複勝： ６５，３６１，５００円 枠連： ８９，５１０，１００円

普通馬連： ２９２，９０６，８００円 馬単： １８４，８８２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，７３９，９００円

３連複： ２８０，４９７，８００円 ３連単： ６４０，１０６，６００円 計： １，６７４，０８１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ３２０円 � ２２０円 � ５２０円 枠 連（５－７） １，９２０円

普通馬連 �� ２，９００円 馬 単 �� ６，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� ２，１５０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� １４，２１０円 ３ 連 単 ��� ７５，６３０円

票 数

単勝票数 計 ５００７５８ 的中 � ４５０７０（５番人気）
複勝票数 計 ６５３６１５ 的中 � ５２６４８（５番人気）� ９４１０９（２番人気）� ２９０９３（６番人気）
枠連票数 計 ８９５１０１ 的中 （５－７） ３４４０７（８番人気）
普通馬連票数 計２９２９０６８ 的中 �� ７４６０９（８番人気）
馬単票数 計１８４８８２８ 的中 �� ２０７３８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７０７３９９ 的中 �� １６４９８（９番人気）�� ７９８３（２３番人気）�� １０２４５（１５番人気）
３連複票数 計２８０４９７８ 的中 ��� １４５６９（４１番人気）
３連単票数 計６４０１０６６ 的中 ��� ６２４７（１８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．０―３５．６―４７．７―１：００．３―１：１１．８―１：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３６．０
３ １，４（２，１０，１２）（５，１１）６（８，１４）１３（３，７，１６）－９，１５＝１７ ４ ・（１，４）（２，１２）（５，１０，１１）（６，１４）（３，８）（７，１３）（９，１６）１５＝１７

勝馬の
紹 介

�ニシノフリーダム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 シエルシユールドール デビュー ２００６．２．１９ 東京２着

２００３．４．６生 牡４栗 母 ブランドノーブル 母母 ニシノマツサリア １４戦３勝 賞金 ３０，３９５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンシングホーク号は，平成１９年７月１０日まで平地競走に出走できない。
※パートゥーアワーズ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１９東京３）第８日 ６月１０日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 ２００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

２５２，６００，０００円
４，２００，０００円
１８，３１０，０００円
１，４１０，０００円
１，９３０，０００円
２７，６７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

７０，３３６，５００円
５，４６３，０００円
２，０２０，０００円

勝馬投票券売得金
５１２，９８３，３００円
６４４，８９９，９００円
７４７，３０５，４００円
３，０３４，０９５，０００円
２，１０９，１６４，８００円
７０８，２７５，５００円
３，２８２，９３１，８００円
４，３５２，１６０，３００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 １５，３９１，８１６，０００円

総入場人員 ５０，２６４名 （有料入場人員 ４８，１８０名）



平成１９年度 第３回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，５０３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

２，５１４，０７０，０００円
２６，８９０，０００円
２４６，３５０，０００円
９，４９０，０００円
１２４，５９０，０００円
２８０，２９０，０００円
１，３７３，０００円
１，３７３，０００円
５３９，６７０，５００円
４５，１５９，２００円
１５，１８０，３００円

勝馬投票券売得金
５，６６８，１９９，６００円
５，７２９，５９３，３００円
７，７２０，６００，７００円
３０，１９５，５２３，８００円
２１，６８１，１４１，８００円
６，６３５，４８４，７００円
３１，８７０，４６２，７００円
５１，５５５，６５０，７００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 １６１，０５６，６５７，３００円

総入場延人員 ５１４，６１２名 （有料入場延人員 ４９５，８３２名）




