
１４０３７ ６月１日 晴 重 （２０東京３）第４日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時０５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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

２３ シセイハヤテ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４５６ ―１：２４．５ ６２．７�

７１３ メイスンファースト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 ４８４＋ ４１：２４．６� ８．５�
４８ � アポロガッバーナ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Hargus Sexton

& Sandra Sexton ４８６± ０１：２５．２３� １．９�
８１６ ダイワシャトル 牡３青鹿５６ 武 豊大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム B４７８± ０１：２５．３� １０．４�
５１０ マダトモウドッチ 牡３栗 ５６ 松岡 正海�有恒 小林 常泰 青森 ユーコー牧場 ４６０＋ ４１：２５．４クビ ２２．６�
３５ ガットストロング 牡３栗 ５６

５３ ▲三浦 皇成齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ４４４± ０１：２５．６１� ５１．５�
７１４ マルブツシャトル 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 日の出牧場 ４８２ ―１：２５．８１� ２４．３	
５９ フェアープロ 牡３青鹿５６ 和田 竜二キャピタルクラブ 加藤 和宏 静内 坂本 健一 ４９２＋１６１：２６．０１� １９．４

２４ ガ ン ボ ー 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：２６．２１ ３１３．４�
１２ � ブルームシチー 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豪 V & V M Thor-

oughbreds Pty Ltd ４８４＋１０１：２６．５２ ３９．０�
８１５ マイネルフリーデン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 浦河 バンダム牧場 ４９０± ０１：２６．６� ９．４
６１２ スーパーセイバー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４９６ ―１：２６．８１� １１８．１�

１１ シンボリシュタルク 牡３鹿 ５６ 内田 博幸シンボリ牧場 菊川 正達 門別 シンボリ牧場 ５０２－ ６１：２６．９� ５．８�
４７ ボ ー ダ ー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史西森 鶴氏 高木 登 門別 本間牧場 ４７４＋１４１：２７．０クビ １７７．３�
３６ メイショウルイビル 牡３鹿 ５６ 小島 太一松本 好�氏 小島 太 浦河 浦河日成牧場 ４７０ ― 〃 アタマ ３０３．４�
６１１ リンガスセンター 牡３鹿 ５６ 小林 淳一伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 安田 豊重 ５２８＋ ２１：３０．４大差 １６４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，５２１，２００円 複勝： ４９，３６３，０００円 枠連： ３０，８５２，１００円

普通馬連： １１６，４４３，８００円 馬単： １０８，４３０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，５５７，６００円

３連複： １５６，７９６，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５２２，９６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，２７０円 複 勝 � １，２１０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（２－７） １１，６３０円

普通馬連 �� １９，５２０円 馬 単 �� ５７，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９６０円 �� １，９９０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １０，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６５２１２ 的中 � ３３３６（１１番人気）
複勝票数 計 ４９３６３０ 的中 � ５４９８（１２番人気）� ５８９１６（３番人気）� ２１０９４２（１番人気）
枠連票数 計 ３０８５２１ 的中 （２－７） １９５９（２１番人気）
普通馬連票数 計１１６４４３８ 的中 �� ４４０４（３７番人気）
馬単票数 計１０８４３０２ 的中 �� １３９１（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４５５７６ 的中 �� １９３２（３４番人気）�� ３９２５（２３番人気）�� ３４５４８（２番人気）
３連複票数 計１５６７９６９ 的中 ��� １１３３４（３１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．９―１２．１―１２．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．５―５８．６―１：１１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．０
３ １（８，１６）（５，７，１４，１５）１３－（９，１２）（２，１０）－６，３－４＝１１ ４ ・（１，８，１６）－（５，１４）（７，１３）１５（１２，１０）－９（２，３）６－４＝１１

勝馬の
紹 介

シセイハヤテ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００５．１．２９生 牡３鹿 母 ブライアンズイブ 母母 シーヴィーナス １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ボーダー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔その他〕 リンガスセンター号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 アンジュポケット号



１４０３８ ６月１日 晴 重 （２０東京３）第４日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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

７１３ ローンウルフ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４５８－１８１：３７．６ ４．０�

３５ � サンワードハーレー 牡３青鹿５６ 加藤士津八佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 米 Chesapeake Farm
& Gianca Stables ４７０－ ４ 〃 ハナ ３３．１�

２３ ビーボタンダッシュ 牡３芦 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４９４－ ６ 〃 ハナ ２１．２�
５９ リファルジェント 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠古谷 道昌氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４６ ―１：３７．７� ５．５�
１１ ヤワタサンデー 牡３栗 ５６ 赤木高太郎平岩 健一氏 菊川 正達 門別 木村牧場 ４９６－ ２１：３７．９１ ２１．９�
７１２� オークリーフキッド 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成藤田与志男氏 秋山 雅一 米 Darrell Brown
& Lendy Brown ４８４－１０１：３８．２１� ３．６�

８１４ ウィザードブラスト 牡３黒鹿５６ 幸 英明臼田 浩義氏 上原 博之 門別 日高大洋牧場 ４８６－ ８ 〃 クビ ４．４�
４６ スプリッツァー 牝３栗 ５４ 柄崎 将寿	三枝牧場 柄崎 孝 浦河 三枝牧場 B４６４＋ ８１：３８．４１� ２０２．９

４７ ショウナンガーベ 	３黒鹿５６ 鷹野 宏史国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４４２－ ８ 〃 アタマ ８４．５�
６１１ メジロトランプ 牡３青鹿５６ 吉田 豊	メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ １８．８�
３４ ストロングアクシス 	３鹿 ５６ 内田 博幸泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８０± ０１：３９．０３� １０．３
８１５ オープンリーチ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４４４ ―１：３９．８５ １４９．９�

（グレートバランス）

６１０ オルタネートワン 牡３鹿 ５６
５５ ☆田中 博康薗部 博之氏 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 ４７８－２２１：４０．４３� １９５．８�

２２ ショウナンハロー 	３栗 ５６
５３ ▲千葉 直人	湘南 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０± ０１：４１．５７ ９６．４�
５８ ホッキートックマン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４６８ ―１：４５．１大差 ８９．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，２３１，５００円 複勝： ３９，５４６，７００円 枠連： ３２，２５５，５００円

普通馬連： １０９，１２２，３００円 馬単： ９５，１８８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，７９６，２００円

３連複： １３７，８９４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４７２，０３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２００円 � ６９０円 � ５６０円 枠 連（３－７） ７４０円

普通馬連 �� ６，６８０円 馬 単 �� １０，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６８０円 �� １，３６０円 �� ５，６８０円

３ 連 複 ��� ３９，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７２３１５ 的中 � ５４２３０（２番人気）
複勝票数 計 ３９５４６７ 的中 � ６７０７３（２番人気）� １３０１２（９番人気）� １６７７９（８番人気）
枠連票数 計 ３２２５５５ 的中 （３－７） ３２２７３（３番人気）
普通馬連票数 計１０９１２２３ 的中 �� １２０６４（２５番人気）
馬単票数 計 ９５１８８８ 的中 �� ６７１５（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０７９６２ 的中 �� ４５６７（２２番人気）�� ５６９０（１５番人気）�� １３０２（４１番人気）
３連複票数 計１３７８９４４ 的中 ��� ２５５２（８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．３―４７．４―５９．７―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４F５０．２―３F３７．９
３ ・（３，１４）（２，５，１３，１２）（４，７）（１，８）（１１，９）（１０，１５）－６ ４ ・（３，１４）（１３，１２）（２，５）（１，４，７）９－１１（８，１５）－（１０，６）

勝馬の
紹 介

ローンウルフ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．７．１ 福島１２着

２００５．３．２２生 牡３栗 母 キョウエイマリー 母母 キョウエイヨシノ ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走状況〕 オークリーフキッド号は，枠入り不良。

ヤワタサンデー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホッキートックマン号は，平成２０年７月１日まで平地競走に出走できない。



１４０３９ ６月１日 晴 重 （２０東京３）第４日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４７ エイダイセルリア 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠�東振牧場 武市 康男 鵡川 東振牧場 ４１６＋ ４１：３６．２ ５．６�

４８ クルンプホルツ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８± ０１：３６．３� ４．８�

１２ サクセスアーチ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：３６．４� ２４．９�
５１０ ローテレジーナ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４０８＋ ４１：３６．５� １６．１�
３６ フェアームーラン 牡３青鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 小葉松 幸雄 ４６６± ０１：３６．６� ２８．９�
７１３ レディハニー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４６４＋ ８ 〃 クビ １６．９	
８１８ メジロレディー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海メジロ商事� 相沢 郁 洞爺 メジロ牧場 ４２８＋１０１：３６．９２ １９．５

２３ クインリースマイル 牝３青鹿５４ 武 幸四郎 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：３７．１１� ４．８�
８１６ ダンツショウグン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹山元 哲二氏 鈴木 勝美 様似 様似渡辺牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ ５．６�
３５ ベートーヴェン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮重松 國建氏 蛯名 信広 浦河 冨岡牧場 ４８８－ ２１：３７．２� １５．９
５９ ニシノプトゥリ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４５４－１０１：３７．６２� ４７．７�
７１５ オンワードヴィオラ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一樫山 章子氏 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４４６± ０１：３８．０２� ２０５．９�
７１４ サマーレプタンサ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅セゾンレースホース� 根本 康広 浦河 惣田 英幸 ４５２＋ ８１：３８．１� １５．９�
２４ レオパンドラ 牝３栗 ５４ 江田 照男�レオ 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４５８－ ６ 〃 クビ ６６．８�
８１７ マイネルオスカー 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン �田 研二 浦河 杵臼牧場 ４４０－１０１：３８．３１� ３６６．７�

１１ サイアーエフェクト 牡３栗 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 ハシモトフアーム ５１６ ―１：３８．５１� ２７．６�
６１１ トーセンエビス 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成島川 �哉氏 清水 美波 門別 宝寄山 忠則 ４８４＋ ８１：３８．６� ４１．０�
６１２ ラ ン ポ ー ネ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆田中 博康�木村牧場 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ４２４ ―１：３９．０２� １０３．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，６１２，７００円 複勝： ３８，４４０，８００円 枠連： ３９，８４７，２００円

普通馬連： １１８，１９９，０００円 馬単： ９６，９３６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，９８４，２００円

３連複： １４８，７１０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５００，７３０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ６１０円 枠 連（４－４） １，２３０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ２，７３０円 �� ２，５７０円

３ 連 複 ��� １１，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４６１２７ 的中 � ３４９２３（４番人気）
複勝票数 計 ３８４４０８ 的中 � ５８６９９（３番人気）� ６７０３４（１番人気）� １２５１３（１０番人気）
枠連票数 計 ３９８４７２ 的中 （４－４） ２４０８１（５番人気）
普通馬連票数 計１１８１９９０ 的中 �� ６４１８２（４番人気）
馬単票数 計 ９６９３６２ 的中 �� ２７５４０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３９８４２ 的中 �� １９４８８（３番人気）�� ２９２２（３３番人気）�� ３１０７（３０番人気）
３連複票数 計１４８７１０２ 的中 ��� ９４８９（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．１―４７．５―１：００．１―１：１１．８―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイダイセルリア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００７．１１．１０ 福島８着

２００５．３．３１生 牝３黒鹿 母 エイダイクイン 母母 ユキノサンライズ ５戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 カシノマチャガ号・ベスト号・リバーブレイブ号



１４０４０ ６月１日 晴 重 （２０東京３）第４日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２４ バウンシングライト 牡３栗 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：４８．８ １．６�

５１０ トウショウウェイヴ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４６４＋ ４１：４８．９� ４．５�

８１７ トモロザベスト 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義廣崎 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５０６ ―１：４９．４３ ２９．１�
（トレノザベスト）

６１２ ポケッタブルゲーム 牡３栗 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４５６－ ２１：４９．６１� ７．５�
３５ トップオブオアフ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 ４４６＋ ６１：４９．９１� ６８．５�
１１ エクセレントレイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成�藤沢牧場 	田 研二 静内 藤沢牧場 ４０８－ ４１：５０．２１� ２１．５

４８ カ イ ル モ ア 	３鹿 ５６ 岩部 純二加藤 徹氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４７８－ ４１：５０．５２ １１４．６�
５９ アイアムジョーカー 	３鹿 ５６ 大野 拓弥堀 紘一氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４８８ ―１：５０．６� ３３．２�
２３ パワーオブマインド 牡３黒鹿５６ 内田 博幸細谷 典幸氏 二ノ宮敬宇 新冠 松浦牧場 ４７８＋ ６ 〃 アタマ １５．３
７１４ ディアプリザーヴ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹ディアレスト 柄崎 孝 門別 いとう牧場 B３９６＋ ２１：５０．７� ２１１．９�
３６ オジジアンクリス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣鳴戸 雄一氏 阿部 新生 浦河 馬道 隆 ４１２＋ ２１：５０．８クビ １４７．８�
４７ ホワイトカラー 牝３芦 ５４ 川田 将雅水上ふじ子氏 戸田 博文 浦河 笠松牧場 ４４６－ ２１：５１．５４ ２１５．４�
８１８ ガッテンヒメ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人岩崎 圭市氏 粕谷 昌央 門別 浜本牧場 B４４６－ ４１：５１．７１ ２６９．３�
６１１ キ フ ジ ン 牝３芦 ５４ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 照正 三石 坂部牧場 ４６６ ―１：５２．８７ ８５．４�
８１６ ダイワシャーロット 牝３栗 ５４

５３ ☆的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４７０± ０１：５３．０� ２５５．９�
７１５ プレストキララ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆田中 博康河合良太郎氏 小笠 倫弘 門別 里深 牧場 ４８２ ―１：５３．３２ １１９．９�
（スマイルターミー）

１２ ムーンブリザード 牡３青 ５６ 小林 淳一小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 B５００＋ ８１：５３．４クビ １８３．３�
７１３ カラヒサール 牡３栗 ５６ 柴山 雄一石瀬 浩三氏 清水 英克 門別 高山牧場 B４５０＋１４１：５３．８２� ２７５．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３９，２２２，２００円 複勝： ５５，８７２，６００円 枠連： ３４，４５４，２００円

普通馬連： １２９，５０２，４００円 馬単： １５７，１１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，０６６，４００円

３連複： １８５，２３８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ６４１，４７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ４２０円 枠 連（２－５） ２８０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ７００円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� １，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３９２２２２ 的中 � ２０２６９７（１番人気）
複勝票数 計 ５５８７２６ 的中 � ２９７４６９（１番人気）� ８９４３５（２番人気）� １４１４６（６番人気）
枠連票数 計 ３４４５４２ 的中 （２－５） ９２７３３（１番人気）
普通馬連票数 計１２９５０２４ 的中 �� ３４４６５５（１番人気）
馬単票数 計１５７１１５８ 的中 �� ２７２４５５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４００６６４ 的中 �� ８４９９０（１番人気）�� １１７０８（７番人気）�� ６５１３（１２番人気）
３連複票数 計１８５２３８１ 的中 ��� ７９５１２（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１１．５―１２．４―１２．６―１２．６―１２．０―１２．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．２―３４．７―４７．１―５９．７―１：１２．３―１：２４．３―１：３６．６

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

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

勝馬の
紹 介

バウンシングライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．５．１８ 東京２着

２００５．２．１５生 牡３栗 母 ベビーグランド 母母 ホワットケイティーディド ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワシャーロット号・プレストキララ号・ムーンブリザード号・カラヒサール号は，平成２０年７月１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。
（非抽選馬） １頭 ヤマタケメリー号



１４０４１ ６月１日 晴 重 （２０東京３）第４日 第５競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５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

１１ ブイチャレンジ 牡３栗 ５６ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４７２＋ ２１：１７．９ ７．６�

６１０ マッシュアップ 牡３栗 ５６
５３ ▲三浦 皇成 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４４０＋ ２１：１８．０� ６．７�

３４ エスユーペニー 牝３芦 ５４
５３ ☆田中 博康楳津 繁氏 高橋 祥泰 門別 藤本 友則 ４４６＋ ４ 〃 アタマ ３１．２�

８１５ グランドメープル 牝３鹿 ５４
５１ ▲池崎 祐介�グランド牧場 武市 康男 静内 グランド牧場 ４５０－１０１：１８．２１� ２４．８�

５８ ハ エ ヌ キ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲千葉 直人�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４７８－ ２１：１８．８３� ４９．２�

６１１ オールフォーミー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４６４＋ ４１：１８．９� ４．６	
７１２ シャドウランズ 牡３青鹿５６ 田中 勝春山上 和良氏 柴崎 勇 平取 松崎 文彦 ４８２－ ２１：１９．０� ５４．１

２２ � バーキングウルフ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠山本 英俊氏 安田 隆行 愛 Duncan A.

McGregor ４７０＋ ２ 〃 クビ ２．７�
３５ マジックモーメント 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４３６－ ８１：１９．１クビ ２１．７�
５９ レディオーロラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人�富川牧場 高松 邦男 門別 富川牧場 B４５２－ ２１：１９．５２� ５８．６
８１４ ネバーグレイス 牝３鹿 ５４ 佐藤 聖也岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７６＋ ２１：１９．７１	 ２０５．４�
４７ 
 モエレフェミニン 牝３黒鹿５４ 五十嵐雄祐宮田 直也氏 藤原 辰雄 三石 前田 宗将 ４６０－ ２１：１９．８� １１４．７�
４６ チチブヨマツリ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥島田 久氏 西塚 安夫 門別 今井牧場 ４４２± ０１：２０．２２� １１．７�
２３ ドルバコスター 牡３鹿 ５６ 武 豊青山 洋一氏 森 秀行 追分 追分ファーム ４５６－ ４１：２１．４７ １６．２�
７１３ コンフォーコ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二岡田 牧雄氏 田村 康仁 静内 岡田スタツド ４６２＋２４１：２２．０３� ２０．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，７１１，１００円 複勝： ３８，６７８，３００円 枠連： ３９，５０１，３００円

普通馬連： １２２，２１７，５００円 馬単： １０９，７２８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，７２８，４００円

３連複： １７０，４０２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５４２，９６７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２３０円 � ２６０円 � ６６０円 枠 連（１－６） ７７０円

普通馬連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ５，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ２，３６０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� ２３，１８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６７１１１ 的中 � ２８０４５（４番人気）
複勝票数 計 ３８６７８３ 的中 � ４９９５７（３番人気）� ４０９７０（４番人気）� １３１０３（９番人気）
枠連票数 計 ３９５０１３ 的中 （１－６） ３８０８５（３番人気）
普通馬連票数 計１２２２１７５ 的中 �� ３５３２２（９番人気）
馬単票数 計１０９７２８４ 的中 �� １５１３９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５７２８４ 的中 �� １００３４（９番人気）�� ３６６５（２９番人気）�� ３８６３（２８番人気）
３連複票数 計１７０４０２７ 的中 ��� ５４２７（７３番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．６―１１．４―１２．１―１２．２―１２．０―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．６―２９．０―４１．１―５３．３―１：０５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブイチャレンジ �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 Blushing John デビュー ２００７．１１．１７ 東京７着

２００５．６．９生 牡３栗 母 ニシノフォルテ 母母 Sainte Colere ６戦１勝 賞金 ８，４００，０００円
［他本会外：２戦１勝］

〔発走状況〕 ブイチャレンジ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ドルバコスター号の騎手武豊は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。

グランドメープル号の騎手池崎祐介は，後検量に遅れたことについて過怠金１０，０００円。
〔調教再審査〕 ドルバコスター号は，３コーナーで銜受けが不良となり，外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンフォーコ号は，平成２０年７月１日まで平地競走に出走できない。
※オールフォーミー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１４０４２ ６月１日 晴 稍重 （２０東京３）第４日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

１１ コンベンション 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ノースヒルズマネ
ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６＋ ４２：０２．１ １１．７�

５５ ピサノエミレーツ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 ５００－ ２２：０２．３１� １．３�
８１１ リノーンリーズン 牡３栗 ５６ 松岡 正海村中 徳広氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 ４８６± ０２：０２．６１� ２３．４�
２２ レディリバティー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 土田 稔 三石 ケイアイファーム B４８２＋ ２２：０３．２３� １７．２�
６８ ドリームトレジャー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 ４５０－ ６２：０３．５１� １５．６�
６７ マイネルジュレップ 牡３芦 ５６

５３ ▲三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４ 〃 ハナ ９．８	

４４ オリヒメチャーム 牝３鹿 ５４ 幸 英明臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４２８－ ６２：０３．７１ １０８．１

８１２ ジャガージャック 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠ディアレスト 斎藤 誠 浦河 向別牧場 ４９４± ０ 〃 アタマ ２８．８�
３３ ハンサムデイイヤツ 牡３栗 ５６ 田中 勝春吉田 照哉氏 石毛 善彦 千歳 社台ファーム ５２０－ ２２：０３．８� ８９．０�
７９ ナンヨーサンライズ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣中村 �也氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１４－ ２２：０４．１１� ７９．２
５６ � ヒシフラッシー 牡３栗 ５６ 加藤士津八阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４９６－ １２：０４．３１� ３８．４�
７１０ メローマズルカフェ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ５２０－２２２：０６．０大差 ３６．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４０，０１５，９００円 複勝： ９８，７３５，９００円 枠連： ３４，１１５，０００円

普通馬連： １３５，４５７，９００円 馬単： １７３，２７７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，５５２，４００円

３連複： １９８，６９３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ７２１，８４７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（１－５） ４５０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ８３０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ４００１５９ 的中 � ２６９９２（３番人気）
複勝票数 計 ９８７３５９ 的中 � ５９９７０（３番人気）� ７１４５０９（１番人気）� ３０８００（５番人気）
枠連票数 計 ３４１１５０ 的中 （１－５） ５７０８５（２番人気）
普通馬連票数 計１３５４５７９ 的中 �� ２１９５７４（１番人気）
馬単票数 計１７３２７７４ 的中 �� ６７８７５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１５５２４ 的中 �� ６１５１２（１番人気）�� １０２８５（１１番人気）�� ３００７７（４番人気）
３連複票数 計１９８６９３４ 的中 ��� １１４０１５（３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１２．１―１２．６―１２．８―１２．３―１２．２―１１．３―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．８―３６．９―４９．５―１：０２．３―１：１４．６―１：２６．８―１：３８．１―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

コンベンション �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００７．１１．２５ 東京３着

２００５．３．１２生 牡３鹿 母 シェープアップ 母母 Life Out There ８戦２勝 賞金 ２０，４００，０００円



１４０４３ ６月１日 晴 重 （２０東京３）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３５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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１５ ツバサドリーム 牡４栗 ５７ 福永 祐一�RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：３５．９ ３．６�

８１６ バ ル バ ロ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B４９４－ ２１：３６．２２ ２．３�

５９ テンジンニチオー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�テンジン 松山 康久 浦河 宮内牧場 ４５２± ０１：３６．７３ ３３．７�
５１０ ヘイアンレジェンド 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二荻原 昭二氏 松山 康久 門別 シンボリ牧場 ４７８－１０１：３６．９１� ８．０�
１１ � ワンダールビアノ 牡５芦 ５７

５４ ▲千葉 直人山本 信行氏 領家 政蔵 米
Belvedere
Farm Inc. &
Jim Moloney

４８０－ ２１：３７．１１ ２７．８�
７１４ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０６＋ ２ 〃 クビ ２１．６�
１２ � クロパラントゥー 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義林 邦良氏 小島 茂之 米 Flaxman

Holdings Ltd ５０４＋ ２１：３７．３１	 ３１．９	
４８ 
 マ イ ボ ー イ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠神林 幸一氏 小西 一男 三石 加野牧場 ４８０－ ２１：３７．４� １１．９

６１１� シーレイダース 牡４鹿 ５７ 田中 勝春山本 英俊氏 鹿戸 雄一 愛 Lynch Bages And

Ocean Bloodstock B４８０＋ ４１：３７．５	 １３．７�
７１３
 ゴールディーロック 牡４鹿 ５７

５６ ☆的場 勇人松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６２＋ ４ 〃 ハナ ４５．３�
６１２ シルクプレスト 牡４鹿 ５７ 川田 将雅有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１４－ ２１：３７．９２	 ７３．４
２３ 
 アイスカービング 牝４黒鹿５５ 吉田 豊下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４５４＋ ４１：３８．０	 ２３．６�
３５ キラウエアシチー 牡８栗 ５７ 柄崎 将寿 �友駿ホースクラブ 内藤 一雄 浦河 上山牧場 ４３０－ ２１：３８．４２	 ２２２．２�
４７ リカオーナイン 牝４鹿 ５５

５４ ☆田中 博康馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４５０＋ ６１：３８．８２	 １２５．８�
２４ 
 ドリームギフト 牝４青 ５５ 村田 一誠 �ローレルレーシング 中川 公成 新冠 小泉 学 ５１０－ ９１：３９．２２	 ４０．７�

（１５頭）
３６ テスタロッサ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介桐谷 茂氏 小林 常泰 三石 上村 清志 B４７２± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３１，８２８，３００円 複勝： ４２，９０４，７００円 枠連： ４８，４５０，４００円

普通馬連： １５８，７３６，６００円 馬単： １３５，２２３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，５５３，２００円

３連複： １９４，８５６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ６５３，５５２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ４９０円 枠 連（８－８） ４５０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，３２０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ３１８２８３（返還計 ５６３９） 的中 � ７０５８５（２番人気）
複勝票数 差引計 ４２９０４７（返還計 ８３５６） 的中 � ７７７８１（２番人気）� １３６１４４（１番人気）� １３８２６（９番人気）
枠連票数 差引計 ４８４５０４（返還計 ２４５） 的中 （８－８） ７９７２５（１番人気）
普通馬連票数 差引計１５８７３６６（返還計 ７９８３７） 的中 �� ２８４１１２（１番人気）
馬単票数 差引計１３５２２３１（返還計 ６１２０６） 的中 �� ９９４６０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ４１５５３２（返還計 ２２７３９） 的中 �� ６９１２３（１番人気）�� ６５８０（１６番人気）�� ８５４２（１２番人気）
３連複票数 差引計１９４８５６６（返還計１６３９３０） 的中 ��� ５８８８５（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．３―４７．７―１：００．０―１：１１．９―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツバサドリーム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００６．９．２４ 中山１着

２００４．３．９生 牡４栗 母 フライングカラーズ 母母 オオミシヤダイ ７戦２勝 賞金 ２０，７３８，０００円
〔競走除外〕 テスタロッサ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。



１４０４４ ６月１日 晴 稍重 （２０東京３）第４日 第８競走 ��
��２，４００�

あおあらし

青 嵐 賞
発走１４時１０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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２２ � ミレニアムウイング 牡５鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Western
Bloodstock B４８８＋ ４２：２６．３ １．９�

５８ シ グ ナ リ オ 牡４栗 ５７ 小牧 太齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４＋ ４２：２６．８３ ８．６�

７１２ エイシンテンリュー 牡５鹿 ５７ 武 豊平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９４－ ２２：２６．９� ８．１�
１１ マイネルヘンリー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 三石 木下牧場 B５０８＋ ４２：２７．０� ７．２�
７１１ トシツカサオー 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ５１０＋ ４２：２７．１	 ４９．０�
４５ ウエイクアイランド 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８６－ ８２：２７．２クビ ２０．５	
５７ サムデイシュアー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４４６－ ６ 〃 アタマ １００．６

８１３ トップオブサンデー 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 三石 中橋 清 ４７４－ ４ 〃 ハナ ５．２�
３４ ラムタラプリンス 牡７鹿 ５７ 幸 英明風間 栄輔氏 久保田貴士 静内 井高牧場 ４３４± ０２：２７．５１� ３０．８�
３３ マルモコウテイ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅まるも組合 藤沢 則雄 浦河 岡本牧場 ４８２－ ２２：２８．５６ ６８．４
４６ フサイチギャロップ 牡６青鹿５７ 蛯名 正義関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４２８－１０ 〃 ハナ １４４．７�
６９ 
 パルジファル 牡５鹿 ５７ 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム B４６４－１２２：２９．２４ ４４．１�
６１０ ノーキュアノーペイ 牡４青 ５７ 田中 博康�アカデミー 松山 将樹 新冠 清水 克則 ５５６＋ ４２：３１．７大差 １６０．６�
８１４ エプソムプライマリ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 平井 雄二 三石 前川 隆則 ４７８＋ ６２：３５．３大差 ２４４．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４９，４６７，９００円 複勝： ６５，９１６，０００円 枠連： ４４，１２１，６００円

普通馬連： ２３２，４７６，０００円 馬単： ２１４，２９３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，６４３，３００円

３連複： ２９８，０８８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ９５９，００７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（２－５） ６４０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３５０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ４９４６７９ 的中 � ２０６２８７（１番人気）
複勝票数 計 ６５９１６０ 的中 � ２１１０２７（１番人気）� ８６４８６（３番人気）� ７２６８８（５番人気）
枠連票数 計 ４４１２１６ 的中 （２－５） ５１１６６（３番人気）
普通馬連票数 計２３２４７６０ 的中 �� ２７２２４０（３番人気）
馬単票数 計２１４２９３９ 的中 �� １６３２４８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４６４３３ 的中 �� ５０７２０（３番人気）�� ３９７６５（４番人気）�� １８０５０（９番人気）
３連複票数 計２９８０８８５ 的中 ��� １５９３６３（５番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．６―１２．６―１２．８―１２．５―１２．６―１２．４―１２．４―１２．１―１１．４―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２３．４―３６．０―４８．８―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．３―１：３８．７―１：５０．８―２：０２．２―２：１４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ミレニアムウイング �
�
父 Sadler’s Wells �

�
母父 Halo デビュー ２００５．１１．５ 東京１着

２００３．１．１５生 牡５鹿 母 Angelic Song 母母 Ballade １０戦４勝 賞金 ５３，４５０，０００円
〔その他〕 エプソムプライマリ号は，競走中に疾病〔右第１趾骨粉砕骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーキュアノーペイ号は，平成２０年７月１日まで平地競走に出走できない。



１４０４５ ６月１日 晴 良 （２０東京３）第４日 第９競走 ��
��１，８００�む ら さ き 賞

発走１４時５０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．５．２６以降２０．５．２５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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４７ アグネストレジャー 牡６黒鹿５７ 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９６－ ４１：４７．７ ６．６�

２３ トーセンゴライアス 牡４芦 ５４ 菊沢 隆徳島川 �哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム ５７０＋ ２１：４７．８� ９２．４�
８１７ レ ゴ ラ ス 牡７黒鹿５７ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B５１０－ ４ 〃 アタマ ３．５�
１１ マルタカハーモニー 牡６黒鹿５５ 蛯名 正義高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４８４± ０１：４７．９クビ ２３．４�
２４ ア ク レ イ ム 牡６鹿 ５５ 三浦 皇成臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４１：４８．０� ８２．２�
６１１ オペラブラーボ 牡４鹿 ５５ 岩田 康誠草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３４－ ２１：４８．１� ４．５	
３５ リアルコンコルド 牡６鹿 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９０－１２ 〃 ハナ １６．０

７１３� サンワードラン 牡６鹿 ５６ 和田 竜二佐藤 幸彦氏 中尾 正 米 Silverleaf

Farms, Inc. ４９８－ ４ 〃 ハナ ３４．４�
７１５� アンティークコイン 牡７鹿 ５５ 小牧 太 �社台レースホース小崎 憲 米 Fontainebleau

Farm Inc. ５２４－１０１：４８．４１� ９５．４�
７１４ ダイイチアトム 牡７鹿 ５６ 田中 博康吉田 千津氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９０± ０ 〃 ハナ １６．７
３６ ブルーマーテル 牡４栗 ５３ 江田 照男三協軽種馬� 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 ４５０± ０ 〃 クビ １４４．６�
４８ トーセンクラウン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ １７．７�
８１８ ナイスハンド 牡８鹿 ５４ 岩部 純二加藤 徹氏 松永 康利 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４７８＋ ４１：４８．５クビ ２１３．８�
５１０ コスモピロリ 牡４鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 モトスファーム ５１０＋ ４１：４８．６� ２６．９�
６１２ ヒ カ ル ベ ガ 牡６鹿 ５７ 内田 博幸高橋 光氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５４４＋ ６ 〃 クビ ６．８�
５９ ブラックオリーブ 牡４黒鹿５５ 四位 洋文 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：４８．７� ２０．１�
８１６ ミンティエアー 牝４黒鹿５５ 吉田 豊�RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：４８．９１� １７．９�
１２ ウインディグニティ 牡７鹿 ５５ 武 幸四郎�ウイン 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム B４８０－ ２１：４９．５３� ８１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５３，４１５，７００円 複勝： ８０，９９６，４００円 枠連： ８２，７８１，８００円

普通馬連： ３０７，９６０，０００円 馬単： １８０，４３９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７１，２９４，６００円

３連複： ２８７，８０４，７００円 ３連単： ６２２，４４８，１００円 計： １，６８７，１４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � １，９３０円 � １７０円 枠 連（２－４） １０，２５０円

普通馬連 �� ４９，５３０円 馬 単 �� ７３，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２，６２０円 �� ５２０円 �� １１，０７０円

３ 連 複 ��� ７６，７９０円 ３ 連 単 ��� ４８１，５２０円

票 数

単勝票数 計 ５３４１５７ 的中 � ６４３３４（３番人気）
複勝票数 計 ８０９９６４ 的中 � １０２６０６（３番人気）� ７８３９（１５番人気）� １６３０２３（１番人気）
枠連票数 計 ８２７８１８ 的中 （２－４） ５９６５（２７番人気）
普通馬連票数 計３０７９６００ 的中 �� ４５８９（８７番人気）
馬単票数 計１８０４３９２ 的中 �� １８１９（１４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７１２９４６ 的中 �� １３１９（９０番人気）�� ３７７６３（２番人気）�� １５０５（８２番人気）
３連複票数 計２８７８０４７ 的中 ��� ２７６６（１９５番人気）
３連単票数 計６２２４４８１ 的中 ��� ９５４（１１１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．６―１２．６―１３．０―１２．２―１１．２―１１．８―１１．８

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．８

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

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

勝馬の
紹 介

アグネストレジャー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．５．２１ 新潟１着

２００２．４．１８生 牡６黒鹿 母 アグネスセレーネー 母母 アグネスフローラ ２５戦４勝 賞金 ９８，２３３，０００円
〔制裁〕 ダイイチアトム号の騎手田中博康は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 キングアーサー号・コスモテナシャス号・ダイシングロウ号・ダンスアジョイ号・マイネルアナハイム号・

ユウタージャック号



１４０４６ ６月１日 晴 良 （２０東京３）第４日 第１０競走 ��２，４００�東 京 優 駿（ＪｐｎⅠ）
発走１５時４０分 （芝・左）（第７５回日本ダービー）

牡・牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬５７�，牝馬５５�
内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 １５０，０００，０００円 ６０，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円
付 加 賞 ３９，８６５，０００円 １１，３９０，０００円 ５，６９５，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（１着）
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

２：２２．１
２：２２．１
２：２３．３

良

良

良

１１ ディープスカイ 牡３栗 ５７ 四位 洋文深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５１４＋ ６２：２６．７ ３．６�

４７ スマイルジャック 牡３黒鹿５７ 小牧 太齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４７２± ０２：２６．９１� ４９．２�
２３ ブラックシェル 牡３鹿 ５７ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２６± ０２：２７．０� １２．０�
５９ マイネルチャールズ 牡３黒鹿５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ４２：２７．１クビ ６．１�
５１０ レインボーペガサス 牡３鹿 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８４＋ ４ 〃 クビ ９．５�
８１８ クリスタルウイング 牡３鹿 ５７ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２２：２７．３１� １９．８�
４８ アドマイヤコマンド 牡３鹿 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２２：２７．４� ８．６	
７１５ フローテーション 牡３栗 ５７ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８０－ ２２：２７．５� ８９．８

７１３ ベンチャーナイン 牡３鹿 ５７ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４７８± ０２：２７．８２ ６６．０�
３５ アグネススターチ 牡３鹿 ５７ 赤木高太郎渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４６２－ ４２：２７．９� ８６．９�
２４ タケミカヅチ 牡３鹿 ５７ 柴田 善臣 社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４９８± ０２：２８．０クビ １３．２�
８１７ ショウナンアルバ 牡３鹿 ５７ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４８６＋ ４２：２８．２１� １９．６�
６１１ レッツゴーキリシマ 牡３鹿 ５７ 幸 英明西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４５２－ ４２：２８．３� １１５．３�
６１２ サブジェクト 牡３黒鹿５７ 吉田 豊 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 ４５４± ０２：２８．５１� １３３．２�
７１４� エーシンフォワード 牡３鹿 ５７ 和田 竜二平井 宏承氏 西園 正都 米 Edition Farm ４７２± ０ 〃 アタマ １７９．５�
３６ モンテクリスエス 牡３鹿 ５７ 福永 祐一毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５２２－１０ 〃 クビ ２５．７�
８１６ メイショウクオリア 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４５０－ ６２：２８．６� ４１．１�
１２ サクセスブロッケン 牡３青鹿５７ 横山 典弘�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 谷川牧場 ５０２－１０２：２８．９１� ８．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ８８０，６９８，０００円 複勝： ６７０，７７９，０００円 枠連： １，５３７，２９４，７００円

普通馬連： ５，０３８，４２１，１００円 馬単： ２，８８１，３５８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ８６１，４６８，５００円

３連複： ４，９２９，６３１，２００円 ３連単： １１，１９２，２２８，１００円 計： ２７，９９１，８７９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ８８０円 � ３５０円 枠 連（１－４） １，２７０円

普通馬連 �� １３，２７０円 馬 単 �� １７，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９２０円 �� ８８０円 �� ５，６８０円

３ 連 複 ��� ３７，６９０円 ３ 連 単 ��� ２０１，３００円

票 数

単勝票数 計８８０６９８０ 的中 � ２０９４０８０（１番人気）
複勝票数 計６７０７７９０ 的中 � １２３８８４２（１番人気）� １７４００６（１１番人気）� ５１５３３３（６番人気）
枠連票数 計１５３７２９４７ 的中 （１－４） ９５８５７５（５番人気）
普通馬連票数 計５０３８４２１１ 的中 �� ２９９３５５（４８番人気）
馬単票数 計２８８１３５８８ 的中 �� １２９２８８（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計８６１４６８５ 的中 �� ５６５３８（４６番人気）�� ２６９８４４（８番人気）�� ３８７５７（６０番人気）
３連複票数 計４９２９６３１２ 的中 ��� １０３０８６（１１７番人気）
３連単票数 計１１１９２２２８１ 的中 ��� ４３８１２（６１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１２．４―１２．９―１２．４―１２．８―１２．３―１２．２―１２．２―１１．８―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．１―３５．５―４８．４―１：００．８―１：１３．６―１：２５．９―１：３８．１―１：５０．３―２：０２．１―２：１４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ディープスカイ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００７．１０．８ 京都４着

２００５．４．２４生 牡３栗 母 ア ビ 母母 Carmelized １１戦４勝 賞金 ３５１，４０１，０００円
〔制裁〕 モンテクリスエス号の騎手福永祐一は，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。

アドマイヤコマンド号の騎手川田将雅は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アルカザン号・ウイントリガー号・オリエンタルロック号・ダイワワイルドボア号・ノットアローン号・

ファビラスボーイ号・フサイチアソート号・ロードアリエス号



１４０４７ ６月１日 晴 稍重 （２０東京３）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�

ふ が く

富 嶽 賞
発走１６時２０分 （ダート・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 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１５ フラムドパシオン 牡５芦 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９０ １：３６．１ ２．１�

５９ � ファイトスピリッツ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 米 Hill ’n’
Dale Farm ４８４－ ６１：３６．８４ ６４．６�

６１２ ニードルポイント 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９６－ ２１：３７．１１� ９．５�
７１３ ダノンシャトル 牡６鹿 ５７ 武 豊�ダノックス 松永 幹夫 新冠 競優牧場 ４７６－１２ 〃 ハナ ４．８�
１１ ウインクルセイド 牡６鹿 ５７ 川田 将雅�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４７０－ ６ 〃 ハナ １７．７�
８１６ テンザンモビール 牡５黒鹿５７ 田中 勝春平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 B４９２＋ ４ 〃 クビ ２４．３	
２４ コスモアブソルート 牡６黒鹿５７ 藤岡 佑介 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ４９０－ ４１：３７．３１	 ３０．７

７１４ サンワードピラー 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥古谷 敏明氏 小西 一男 浦河 梅田牧場 ４６８－ ２１：３７．４� ７３．１�
５１０ パンプアップ 牡４栗 ５７ 幸 英明�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 B４５８± ０１：３７．５
 ８．６�
２３ � マイネルガッチャ 牡５黒鹿５７ 池田 鉄平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 加 Richard L.
Lister B４６８－ ６１：３７．６
 １１７．６

１２ ウエスタンリジ �６鹿 ５７ 小野 次郎西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５１２± ０ 〃 ハナ １２１．０�
３６ ヤ マ ビ コ 牝４鹿 ５５ 鷹野 宏史江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８８＋ ４１：３７．７クビ １４７．３�
３５ ラ ン キ ン グ 牡５栗 ５７ 村田 一誠塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 今井 秀樹 ４８２－ ４１：３７．９１	 １６０．９�
４７ � タカラトゥルー 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義村山 義男氏 国枝 栄 米 Padua

Stables B５２６－ ８１：３８．１１
 １３．１�
４８ トシザカイモン 牡４芦 ５７ 安藤 勝己上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ５０２－ ８１：３８．６３ １２．４�

（１５頭）
６１１� ビ ー ボ ー ン 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥伊達 敏明氏 中川 公成 門別 サンシャイン

牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ７４，２２５，６００円 複勝： ８４，６２５，２００円 枠連： ９１，４１４，７００円

普通馬連： ３４８，４１３，９００円 馬単： ２２３，２６６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ７８，１７８，２００円

３連複： ３１３，１８６，０００円 ３連単： ７３９，７８７，２００円 計： １，９５３，０９７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １７０円 � １，２２０円 � ２８０円 枠 連（５－８） ９８０円

普通馬連 �� １１，１００円 馬 単 �� １３，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６１０円 �� ７３０円 �� ６，５２０円

３ 連 複 ��� ２７，４４０円 ３ 連 単 ��� １２４，０００円

票 数

単勝票数 計 ７４２２５６ 的中 � ２８５７６２（１番人気）
複勝票数 計 ８４６２５２ 的中 � １７４７１２（２番人気）� １３７１１（１１番人気）� ７７６８９（４番人気）
枠連票数 計 ９１４１４７ 的中 （５－８） ６９０８０（３番人気）
普通馬連票数 計３４８４１３９ 的中 �� ２３１６５（３６番人気）
馬単票数 計２２３２６６８ 的中 �� １２２４２（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７８１７８２ 的中 �� ５１９５（３９番人気）�� ２８０５４（５番人気）�� ２８４７（４７番人気）
３連複票数 計３１３１８６０ 的中 ��� ８４２５（８３番人気）
３連単票数 計７３９７８７２ 的中 ��� ４４０３（３７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．３―４７．７―１：００．０―１：１２．２―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラムドパシオン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．７．３ 福島１着

２００３．５．６生 牡５芦 母 カーリーパッション 母母 ダイナカール ６戦４勝 賞金 ５１，１７７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔出走取消〕 ビーボーン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 パンプアップ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 パンプアップ号は，平成２０年６月２日から平成２０年６月２２日まで出走停止。停止期間の満了後に

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２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２３頭 エプソムメサイア号・オペラダンディ号・クラッカージャック号・クレヨンルージュ号・ケイアイプラネット号・

シベリアンライオン号・シルキーステラ号・ソフトパワー号・ソブリンブライト号・デジデーリオ号・
ナイキアプロード号・ニシノテンカ号・ハウンドコップ号・パレスドン号・ヘイアンルモンド号・ペイデイ号・
ベルグミサイル号・ボーナスフィーバー号・マイネルマニセス号・マルブツフジ号・メインザナゲット号・
ローランウェルズ号・ワイルドソニック号



１４０４８ ６月１日 晴 良 （２０東京３）第４日 第１２競走
第１２２回農林水産省賞典

��
��２，５００�目 黒 記 念（ＪｐｎⅡ）

発走１７時００分 （芝・左）
３歳以上，１９．５．２６以降２０．５．２５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

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，３４４，０００円 ３８４，０００円 １９２，０００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
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：２９．８
２：２９．５

良

良

３５ ホクトスルタン 牡４芦 ５６ 横山 典弘布施壽賀子氏 庄野 靖志 三石 ダイイチ牧場 ５１２－ ４２：３１．９ ４．９�

８１７ アルナスライン 牡４鹿 ５８ 和田 竜二 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５４４－ ２２：３２．０クビ ２．１�
１１ � ロックドゥカンブ 牡４青鹿５７ 岩田 康誠吉田 和美氏 堀 宣行 新 Karreman

Bloodstock Ltd ５１０＋ ２２：３２．３１� ４．１�
１２ フォルテベリーニ 牡６栗 ５４ 福永 祐一 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５０６－ ２ 〃 ハナ １１９．０�
２３ アイポッパー 牡８栗 ５８．５ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４５２－ ２２：３２．５１� １８．５�
６１２ キングトップガン 牡５鹿 ５４ 安藤 勝己池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９４± ０２：３２．６� ５７．１�
７１３ トーセンキャプテン 牡４鹿 ５６ 四位 洋文島川 	哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ ２２．９

４７ ブラックタイド 牡７黒鹿５６ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４９０－１６ 〃 ハナ ６１．８�
４８ ヒカリシャトル 牡４鹿 ５５ 勝浦 正樹當山 	則氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B５２０± ０２：３２．８１ ２２．７
８１８ フサイチアソート 牡３栗 ５０ 吉田 豊関口 房朗氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ４ 〃 アタマ ２３．８�
７１５ シルクネクサス 牡６栗 ５７ 武 豊有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ５０２± ０２：３３．０１	 ２０．２�
５９ トウカイエリート 牡８黒鹿５６ 武 幸四郎内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４８６－ ４２：３３．４２� ７６．４�
３６ 
 トレオウオブキング 牡７鹿 ５２ 江田 照男千葉 正人氏 清水 英克 門別 浜本 幸雄 ４６２－ ２ 〃 ハナ ２１５．７�
６１１ チェストウイング 牡７黒鹿５３ 田中 博康臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４４２－ ２２：３３．５クビ １８１．５�
５１０ ダブルティンパニー 牡６栗 ５４ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２２：３３．８２ １２７．２�
７１４ トウカイワイルド 牡６黒鹿５４ 三浦 皇成内村 正則氏 中村 均 浦河 岡部牧場 ４８６± ０２：３４．０１	 ２１０．５�
２４ ソーユアフロスト 牡７鹿 ５４ 小牧 太臼田 浩義氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ５３２－ ２２：３４．１� ２０１．６�
８１６ アップドラフト 牡６鹿 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 安田 隆行 追分 追分ファーム ５０６＋ ２２：３６．４大差 １６９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９５，９４８，３００円 複勝： １９７，０６６，８００円 枠連： １８３，８２２，８００円

普通馬連： ９２０，７１１，６００円 馬単： ６２９，３６４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２２，７８１，５００円

３連複： ９０８，４５４，０００円 ３連単： ２，３０７，０７８，２００円 計： ５，５６５，２２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（３－８） ５９０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３６０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 ��� ４，２６０円

票 数

単勝票数 計１９５９４８３ 的中 � ３１９６３４（３番人気）
複勝票数 計１９７０６６８ 的中 � ２８６７１０（３番人気）� ５９８３３７（１番人気）� ３５３２７３（２番人気）
枠連票数 計１８３８２２８ 的中 （３－８） ２３３８１９（２番人気）
普通馬連票数 計９２０７１１６ 的中 �� １１４１１５８（２番人気）
馬単票数 計６２９３６４４ 的中 �� ３２７７４２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２２７８１５ 的中 �� ２３７７６５（２番人気）�� １３３５６２（３番人気）�� ３３３０６０（１番人気）
３連複票数 計９０８４５４０ 的中 ���１１２２８０２（１番人気）
３連単票数 計２３０７０７８２ 的中 ��� ４００４６５（４番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．４―１１．６―１２．３―１２．１―１２．０―１２．３―１２．４―１２．２―１２．０―１１．５―１２．３―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．３―１８．７―３０．３―４２．６―５４．７―１：０６．７―１：１９．０―１：３１．４―１：４３．６―１：５５．６―２：０７．１―２：１９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ホクトスルタン �
�
父 メジロマックイーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．９．１７ 中山２着

２００４．５．１１生 牡４芦 母 ダイイチアピール 母母 ダイイチリカー １５戦５勝 賞金 １５１，４２０，０００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 ゴーウィズウィンド号・セタガヤフラッグ号・ニシノコンドコソ号・ビエンナーレ号・ミヤビランベリ号



（２０東京３）第４日 ６月１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重後稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １９２頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

５６６，５３０，０００円
１０，６５０，０００円
８６，８５０，０００円
６０，５８０，０００円
６６，３３０，０００円
４６４，０００円
４６４，０００円

７０，３７６，０００円
５，９６４，０００円
１，９３９，２００円

勝馬投票券売得金
１，４６９，８９８，４００円
１，４６２，９２５，４００円
２，１９８，９１１，３００円
７，７３７，６６２，１００円
５，００４，６２３，０００円
１，５４６，６０４，５００円
７，９２９，７５６，７００円
１４，８６１，５４１，６００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 ４２，２１１，９２３，０００円

総入場人員 １２４，９５１名 （有料入場人員 １２２，０２１名）




