
１４０８５ ６月１５日 晴 良 （２０東京３）第８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

２３ ボンジュールソノコ 牝３栗 ５４
５１ ▲三浦 皇成田中善次郎氏 奥平 雅士 新冠 平山牧場 ４５２－ ２１：１９．５ ６．９�

５１０ マキシムヒシャカク 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一小田 廣美氏 石栗 龍彦 門別 中川牧場 ４４８－ ２１：１９．６� ２６．０�
２４ ジーピーチャッキー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�グランプリ 加藤 征弘 新冠 ラツキー牧場 ４７０± ０１：１９．９２ ８．２�
３５ バ イ ヨ ン 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４３０－ ４１：２０．０� ２．９�
７１４ タツタイコウ 牡３栗 ５６

５５ ☆北村 友一鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス
ファーム ４９０－１０１：２０．２１� ８．１�

４７ タケデンオー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人武市 弘氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：２０．６２� ２０．２	
４８ ト ン ボ ツ リ 牡３芦 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 小西 一男 浦河 木村牧場 ４８４ ―１：２０．７� ５２．４

５９ ナムラチャーチル 牡３栗 ５６ 吉田 豊奈村 信重氏 田村 康仁 門別 いとう牧場 ５１０ ―１：２１．１２� ８８．１�
６１１ マイネルオドゥール 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坂本 勝美 三石 山際牧場 ４９４ ―１：２１．２クビ ３１．１�
（大井）

８１６ スーパースター 牡３鹿 ５６ 横山 義行栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 浦河 惣田 英幸 ４７２＋ ２１：２１．５２ １７９．９
８１５ ダイレクトシチー 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 目名太山口

牧場 ４８６ ―１：２２．１３� １５７．１�
１１ ジシンマンマン 牡３栃栗 ５６

５３ ▲草野 太郎神山 幸男氏 坂本 勝美 浦河 �原 敏明 ４１８－３６１：２２．８４ １１４．９�
６１２ クニノパイレーツ 牡３栗 ５６ 小林 淳一國立 治氏 清水 美波 青森 野々宮牧場 ４７６ ―１：２３．１２ １４７．１�
７１３ ノアギャロップ 牡３鹿 ５６ 江田 照男佐山 公男氏 松山 将樹 静内 三木田 明仁 ４６４ ―１：２３．９５ １９３．７�
１２ チ ュ モ ン 牡３青鹿５６ 大野 拓弥藤井 五三氏 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 ４５６－１４１：２４．４３ ９３．３�
３６ シャーカガミ 牡３栗 ５６ 内田 博幸大原 詔宏氏 谷原 義明 浦河 酒井 源市 ４６８＋ ４ （競走中止） ３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４７０，６００円 複勝： ３６，６１５，５００円 枠連： ２９，３７１，８００円

普通馬連： ９０，０５８，５００円 馬単： ８８，０８５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６９７，７００円

３連複： １３３，７２７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４２７，０２７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２４０円 � ６７０円 � ２５０円 枠 連（２－５） ３，２５０円

普通馬連 �� ６，９３０円 馬 単 �� １２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０７０円 �� ６９０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� １４，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０４７０６ 的中 � ２３５０２（３番人気）
複勝票数 計 ３６６１５５ 的中 � ４５８５２（４番人気）� １２２００（７番人気）� ４０８９６（５番人気）
枠連票数 計 ２９３７１８ 的中 （２－５） ６６８１（１０番人気）
普通馬連票数 計 ９００５８５ 的中 �� ９５９６（１９番人気）
馬単票数 計 ８８０８５７ 的中 �� ５４２１（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６９７７ 的中 �� ３３２６（２０番人気）�� １０８９８（８番人気）�� ３５２５（１９番人気）
３連複票数 計１３３７２７５ 的中 ��� ６７２７（３８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．０―２９．３―４１．４―５３．７―１：０６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンジュールソノコ �
�
父 サクラローレル �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．７．２１ 新潟６着

２００５．４．１９生 牝３栗 母 マーガレットママ 母母 ロージズフオアママ ７戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔競走中止〕 シャーカガミ号は，競走中に疾病〔右寛骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 ノアギャロップ号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チュモン号は，平成２０年７月１５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。
（非抽選馬） ５頭 ケイエムチャンス号・スクロール号・ノーススピリッツ号・フォージドニンバス号・マコトガンベロ号
※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１５日 晴 良 （２０東京３）第８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

３５ ア イ ノ カ ゼ 牡３鹿 ５６ 土谷 智紀丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム B４８０＋ ４１：３８．３ １．８�

１２ ストロングジャック 牡３栗 ５６ 四位 洋文村木 篤氏 鹿戸 雄一 静内 へいはた牧場 ５１８± ０１：３８．６１� ４８．５�
７１４ アジュディファラオ 牡３鹿 ５６ 武 豊西城 公雄氏 小崎 憲 門別 坂戸 節子 ４８６ ―１：３９．０２� ３３．５�
４８ ニシノテンクウ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４９６－ ６１：３９．１� １１９．１�
５９ インテグラル 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �グリーンファーム 藤岡 健一 早来 ノーザンファーム ５１８ ―１：３９．２� ５２．１�
５１０ 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 ４９２－ ２ 〃 クビ ７．３�
６１１ イマジンノココロヲ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ２４．６	
１１ � 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 ４６６－ ４１：３９．５１� ９．６

３６ バリュアブルズ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 南部 功 B４８８＋ ８ 〃 ハナ ９．５�
８１６ ダイワチェイサー 牡３青 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 門別 出口牧場 B４９０＋ ８１：３９．７１� ２６５．３�
２４ ソニックブレード 牡３栗 ５６ 吉田 豊ターフ・スポート矢野 照正 浦河 中島牧場 ４９６－ ６１：３９．８� ２１．０�
７１３ リアルパラダイス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘武藤 善吉氏 境 征勝 静内 岡田 猛 B４８４＋ ４１：４０．０１	 ２８．８�
４７ タニノキセキ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人谷水 雄三氏 池上 昌弘 静内 カントリー牧場 ５１６＋１６１：４０．６３� ９４．９�
８１５ ブラックデビル 牡３青鹿５６ 内田 博幸サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４６２＋ ４１：４０．７� １９．１�
２３ ヤギリスパイダー 牡３栗 ５６

５３ ▲丸田 恭介内田 勝治氏 高橋 義博 千葉（有）下河辺トレー
ニングセンター ５２８＋ ６１：４０．９１ ２６１．２�

６１２� ディアギレフ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 Gerald
Martin ４８６± ０１：４３．１大差 １３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，０７３，７００円 複勝： ４８，７２４，４００円 枠連： ３０，３６８，０００円

普通馬連： １０２，７２０，２００円 馬単： ９９，２４８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，４２２，４００円

３連複： １４８，６６０，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４９１，２１８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ９２０円 � １，１５０円 枠 連（１－３） ５４０円

普通馬連 �� ５，２８０円 馬 単 �� ７，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７４０円 �� ２，２２０円 �� １６，５７０円

３ 連 複 ��� ６９，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８０７３７ 的中 � １２７１９５（１番人気）
複勝票数 計 ４８７２４４ 的中 � ２３１６５８（１番人気）� ７９９６（１０番人気）� ６３２４（１１番人気）
枠連票数 計 ３０３６８０ 的中 （１－３） ４１５６８（２番人気）
普通馬連票数 計１０２７２０２ 的中 �� １４３７５（１４番人気）
馬単票数 計 ９９２４８６ 的中 �� ９４０２（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３４２２４ 的中 �� ４８０２（１８番人気）�� ３７４４（２５番人気）�� ４８５（８０番人気）
３連複票数 計１４８６６０７ 的中 ��� １５７８（１４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．６―４８．０―１：００．７―１：１３．１―１：２５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア イ ノ カ ゼ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Fit to Fight デビュー ２００８．１．１９ 小倉１１着

２００５．４．２０生 牡３鹿 母 ピアファイヤー 母母 ペリオジャー ８戦１勝 賞金 １０，５００，０００円
〔制裁〕 アイノカゼ号の騎手土谷智紀は，発走直後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。

サンワードハーレー号の騎手加藤士津八は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。



１４０８７ ６月１５日 晴 良 （２０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 （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

５９ 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 B４８０＋ ２１：２５．７ ５．２�

８１４ ヤマノテイオー 牡３鹿 ５６
５３ ▲三浦 皇成澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 B５５４＋ ２１：２５．９１� ６．７�

８１５ トーセンゴダール 牡３栗 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 慎明 青森 諏訪牧場 ４７２± ０１：２６．０クビ １６．１�
６１１� ラピッドボーイ 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康柳井 正氏 清水 利章 米 Nancy S
Dillman ５１６－ ６ 〃 ハナ ５．９�

２３ カモンスタンダップ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ５９２－ ２１：２６．１� ３．４�
１１ ファイアナカヤマ 牡３青鹿５６ 吉田 豊�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４９２± ０１：２６．６３ ２７．０	
４６ � タ ツ ク ー ル 牡３栗 ５６ 松岡 正海鈴木 昭作氏 根本 康広 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４８４＋ ６１：２６．８１� １２．４

２２ � ドリームモーメント 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太吉田 和美氏 勢司 和浩 英

Gainsborough
Stud Manage-
ment Ltd

４５８ ―１：２７．０１� ３８．６�
（大井）

３５ ミネノクレド 牡３鹿 ５６ 内田 博幸小峰 清文氏 嶋田 潤 浦河 横山 浩司 ４２６－ ４１：２７．１� ３４．７�
７１３ ペ ペ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹松浦 太郎氏 鈴木 勝美 浦河 斉藤 英 ４７０ ―１：２７．３１	 ９６．２
３４ ハ イ ラ イ ト 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一棚網 基己氏 沢 峰次 静内 矢野牧場 ４６４＋ ４１：２７．４クビ １６．０�
６１０� エリカオンヒル 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥藤田 在子氏 柴崎 勇 米 J. D. Stuart

& P. C. Bance ４６６± ０１：２７．６１� １６２．８�
５８ ヴォイジャー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド B４９６＋ ２ 〃 クビ ８．２�
７１２ テツキチダイオー 牡３芦 ５６

５５ ☆的場 勇人村田 哲朗氏 坂本 勝美 静内 岡田スタツド ４８０－ ８１：２８．６６ ２２０．８�
４７ ノックザボトム 
３鹿 ５６ 岩部 純二西森 鶴氏 中川 公成 鵡川 上水牧場 ４７８－ ２１：３１．１大差 １０６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，３６７，８００円 複勝： ４１，３３５，９００円 枠連： ３４，３８０，６００円

普通馬連： １０７，００３，８００円 馬単： ９２，０２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，４６５，２００円

３連複： １４８，６７９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４８２，２６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２００円 � ２２０円 � ３９０円 枠 連（５－８） ７００円

普通馬連 �� １，９７０円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １，３７０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ８，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７３６７８ 的中 � ４２０６６（２番人気）
複勝票数 計 ４１３３５９ 的中 � ６０７４８（２番人気）� ５４５３９（４番人気）� ２３６７６（７番人気）
枠連票数 計 ３４３８０６ 的中 （５－８） ３６７０８（２番人気）
普通馬連票数 計１０７００３８ 的中 �� ４０１３６（７番人気）
馬単票数 計 ９２０２９４ 的中 �� １８１４４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１４６５２ 的中 �� １０５４４（７番人気）�� ５５７６（２１番人気）�� ５６６８（２０番人気）
３連複票数 計１４８６７９３ 的中 ��� １２２２８（３５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．６―１２．３―１２．４―１３．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．８―４７．１―５９．５―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００７．１１．２４ 東京１５着

２００５．２．５生 牡３青鹿 母 ジュエルドクラウン 母母 Six Crowns ９戦１勝 賞金 ９，６５０，０００円
〔調教再審査〕 ノックザボトム号は，馬場入場後に暴走し，騎手が騎乗できずに発走地点にひき付けられたことについて開催競馬

場で平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノックザボトム号は，平成２０年８月１５日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 シリコンフォレスト号（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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エビアンビューティ号・エーシンリードモア号
（非抽選馬） ２頭 ヴァイサーブリッツ号・クリノラブタイプ号
※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１５日 晴 良 （２０東京３）第８日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５１０ ショウナンハゴロモ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�湘南 国枝 栄 浦河 桑田牧場 ４５２＋ ２１：３５．９ ５．３�

６１２ クルンプホルツ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �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 ４５２＋ ４１：３６．０� ３．６�

３６ タイセイルンバ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 信成牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ ８．４�
３５ ウェスタリーズ 牝３青鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０ ―１：３６．１クビ ５６．８�
２４ アイアムスパークル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一堀 紘一氏 小島 茂之 三石 嶋田牧場 ４３６＋ ８１：３６．２� ３４．８�
８１６ ジェイケイクリス 牝３鹿 ５４ 横山 典弘小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４４６± ０１：３６．４１� ２１．０�
７１４ リ ュ ク ス 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７０± ０ 〃 クビ ４．１	
４７ リワードモンシェリ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社
リワード ４３２± ０１：３６．５� ３９．７


６１１ スティングマリー 牝３栗 ５４ 津村 明秀青木 基秀氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ４５８－ ２１：３６．６クビ ６６．０�
８１７ トウカイデリシャス 牝３黒鹿５４ 小林 淳一内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ ５２．３�
８１８ タキシードジャズ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太 グリーンファーム 小笠 倫弘 浦河 山下 恭茂 ４３０＋１０ 〃 アタマ ３９．４�

（大井）

１１ ウインライトアップ 牝３栗 ５４
５１ ▲三浦 皇成ウイン 小島 茂之 新冠 村田牧場 ４１４＋ ８ 〃 クビ １３９．１�

２３ トランスルーセント 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４１：３６．８１� ５．８�
４８ サニープリーズ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４３６ ―１：３７．２２� ７２．７�
７１５ シセイハルカ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４２８＋１２ 〃 アタマ ２５．０�
１２ オートパイロット 牝３黒鹿５４ 江田 照男石川 儀治氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４７６＋１８１：３７．７３ ２０８．８�
７１３ アサクサロータス 牝３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人田原 慶子氏 佐々木亜良 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６１：４１．１大差 ２５９．８�
５９ トロワショセット 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４６０ ―１：４１．２� ９４．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，７１１，４００円 複勝： ４３，７０７，９００円 枠連： ３３，０７５，２００円

普通馬連： １０９，８２５，０００円 馬単： ９６，１７６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，７３２，６００円

３連複： １５４，３９６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５００，６２４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（５－６） ８２０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ７１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，４８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８７１１４ 的中 � ４３２７６（３番人気）
複勝票数 計 ４３７０７９ 的中 � ８０６５７（２番人気）� ８４９４９（１番人気）� ４５５２５（５番人気）
枠連票数 計 ３３０７５２ 的中 （５－６） ２９８３７（２番人気）
普通馬連票数 計１０９８２５０ 的中 �� １０２２３８（１番人気）
馬単票数 計 ９６１７６５ 的中 �� ４３７９０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４７３２６ 的中 �� ２６８３３（１番人気）�� １１５０８（８番人気）�� １２６４３（６番人気）
３連複票数 計１５４３９６２ 的中 ��� ４６０７９（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３４．６―４６．５―５９．２―１：１１．０―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３６．７
３ ２＝４，１０－（６，１７）（３，７，１２，１６）（１，１５，１８）（５，１４）（１１，８）＝１３＝９ ４ ２，４，１０－１７，６（３，１２）１６（７，１５）（１８，１４）（１，１１，５）－８＝１３＝９

勝馬の
紹 介

ショウナンハゴロモ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００７．７．２９ 新潟３着

２００５．１．２２生 牝３鹿 母 コランディアクイン 母母 ルイジアナピット １０戦１勝 賞金 １３，９５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アサクサロータス号・トロワショセット号は，平成２０年７月１５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 ドクターアマランス号
※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１５日 晴 良 （２０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

３４ シルクパナシア 牡３鹿 ５６ 内田 博幸有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４５４＋ ２１：３７．１ １３．５�

８１４ フォーティファイド 牡３栗 ５６ 武 豊吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ４９０＋ ２１：３７．３１� ５．３�
２２ バロンビスティー 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 平取 清水牧場 ５２２＋ ４１：３７．４� ３．７�
７１２ ブラッシュアップ 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４６０－ ８ 〃 同着 １５．８�
６１０ アバレダイコ 牡３栗 ５６ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５１６－ ４１：３７．５� ５．８�
５９ メジロオマリー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４５４－ ４１：３７．８２ ２．８	
７１３ ローンウルフ 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４６４＋ ６１：３８．１１� ２９．４

２３ マイネルパルティア 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ４８０＋ ４１：３８．３１ １４９．０�
３５ エミネムシチー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４４４－ ２ 〃 クビ ６５．７�
８１５� ブラックスレンダー 牝３栗 ５４ 小野 次郎真下 辰夫氏 藤原 辰雄 門別 白井牧場 ４４６± ０１：３８．８３ ２５２．３
６１１ ジャガージャック 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成ディアレスト 斎藤 誠 浦河 向別牧場 B４９６＋ ２１：３９．０１� ３６．１�
５８ アンブロークン 牡３青鹿５６ 鷹野 宏史広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 B４５２－ ４１：３９．２１� ７６．４�
１１ フェイクスパ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 B５０２－１４ 〃 ハナ １１６．６�
４７ バトルブリンディス 牡３青鹿５６ 吉田 隼人宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム ４５６＋ ２１：３９．３� ６７．７�
４６ ツ ヨ ガ リ 牡３鹿 ５６

５５ ☆北村 友一 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 浦河 多田 善弘 ４８２－ ４１：３９．５１� １８１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，７２８，２００円 複勝： ４６，４４７，２００円 枠連： ３２，１５９，７００円

普通馬連： １１６，９８２，９００円 馬単： １０８，０２５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，３７１，９００円

３連複： １６９，０２５，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５４１，７４０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 �
�

１５０円
３２０円 枠 連（３－８） ２，０３０円

普通馬連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ５，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 ��

��
７２０円
１，３１０円

��
��

３８０円
７００円

３ 連 複 ���
���

２，２９０円
４，６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１７２８２ 的中 � １８６００（５番人気）
複勝票数 計 ４６４４７２ 的中 �

�
３５８９３
２１８９３

（５番人気）
（６番人気）

� ７１６２５（３番人気）� ７５３４４（２番人気）

枠連票数 計 ３２１５９７ 的中 （３－８） １１７４１（１２番人気）
普通馬連票数 計１１６９８２９ 的中 �� ３６８６５（８番人気）
馬単票数 計１０８０２５１ 的中 �� １３６３０（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７３７１９ 的中 ��

��
１１６０９
１６２７３

（８番人気）
（６番人気）

��
��

７４８１
７７４６
（１５番人気）
（１３番人気）

�� ３９２２（２３番人気）

３連複票数 計１６９０２５８ 的中 ��� ２７４８９（１４番人気）��� １３４４３（２９番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクパナシア �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００７．８．１２ 札幌５着

２００５．３．１６生 牡３鹿 母 ス ニ ー カ ー 母母 クリスタルシユーズ １１戦２勝 賞金 １６，５００，０００円
※出走取消馬 シルクマンハッタン号（疾病〔感冒〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ディーエスプリーム号・ハンサムデイイヤツ号



１４０９０ ６月１５日 晴 良 （２０東京３）第８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

１１ 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± ０２：２６．５ ２．２�

５１０ ベルクハイル 牡３鹿 ５６
５５ ☆北村 友一 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２２：２６．６� １５．１�

３５ 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± ０２：２６．７� ３．６�
４８ トレノクリスエス 牡３青 ５６ 四位 洋文廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４６４＋ ２２：２７．１２� １４．７�
５９ フジヤマラムセス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０４± ０２：２７．５２� ７９．９�
８１７ ゴールデンハッチ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８２－ ６２：２７．６� １０．９	
３６ フランドルシチー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５１８－ ２ 〃 ハナ ７３．７

６１２ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４３６± ０２：２７．７� ４２．８�
２４ � ゴールデンルーヴェ 牡３栗 ５６

５３ ▲三浦 皇成広尾レース� 森 秀行 米 Barnett
Enterprises ４９０＋１０２：２７．８� ２２．８�

４７ コスモハクウ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 浦河 星川牧場 ５１６－ ６２：２８．２２� １５．２
８１６	 ベストオーカン 牡３鹿 ５６ 江田 照男中村 泰三氏 藤原 辰雄 門別 沖田牧場 ４６４－ ４ 〃 クビ ２１８．７�
１２ コスモタクミ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人岡田 繁幸氏 秋山 雅一 門別 白井牧場 ４８０＋ ２２：２８．３クビ ９５．２�
２３ ギムレットアイ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４４６－ ２２：２８．４� ７５．８�
８１５ シンボリローレンス 牡３黒鹿５６ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ １８７．１�
６１１ ドリームエレメンツ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥セゾンレースホース� 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－ ４２：２８．７１� ５１．０�
７１４� リ ヴ ザ ル ト 牡３黒鹿５３ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 豪 Mr T Jarvis ５３４－ ２２：２９．４４ １２．０�
７１３ ヒシクローザー 牡３青 ５６ 加藤士津八阿部雅一郎氏 加藤 和宏 静内 谷岡 正次 ５１４＋ ４２：２９．７２ １３９．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４０，４９２，５００円 複勝： ６０，８６１，６００円 枠連： ４１，７７９，３００円

普通馬連： １５４，２４１，１００円 馬単： １２５，５７６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，５３２，８００円

３連複： １９７，１０５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ６６４，５８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２９０円 � １３０円 枠 連（１－５） １，４３０円

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ２００円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ２，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ４０４９２５ 的中 � １４６５４０（１番人気）
複勝票数 計 ６０８６１６ 的中 � １８２３１８（１番人気）� ３４９１３（７番人気）� １３６７１５（２番人気）
枠連票数 計 ４１７７９３ 的中 （１－５） ２１６７９（６番人気）
普通馬連票数 計１５４２４１１ 的中 �� ６２７７３（５番人気）
馬単票数 計１２５５７６２ 的中 �� ３２５２６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４５３２８ 的中 �� １５４０１（５番人気）�� ６９５４０（１番人気）�� １０５３９（１０番人気）
３連複票数 計１９７１０５０ 的中 ��� ６７２２２（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．３―１２．７―１２．５―１２．８―１２．５―１２．７―１２．３―１１．３―１１．９―１１．９

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―２３．６―３５．９―４８．６―１：０１．１―１：１３．９―１：２６．４―１：３９．１―１：５１．４―２：０２．７―２：１４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．１
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピサノエミレーツ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Honour and Glory デビュー ２００７．１０．２０ 東京２着

２００５．３．５生 牡３鹿 母 ネームヴァリュー 母母 マジソンカウンティ ７戦２勝 賞金 ２６，５８０，０００円
※出走取消馬 プレシャス号（疾病〔左前肢球節炎〕のため）
※トレノクリスエス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１４０９１ ６月１５日 晴 良 （２０東京３）第８日 第７競走 ��
��１，６００�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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１８ スイートカルタゴ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４６２＋ ２１：３５．０ ３９．３�

３６ � ネイチャーグロウ 牡３青鹿５６ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４６４± ０１：３５．２１ １７．９�
５９ ジョイフルハーバー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸小林 英一氏 杉浦 宏昭 門別 出口牧場 ５２２＋ ２１：３５．４１� １３．０�
８１６ ネオスピリッツ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ４ 〃 クビ ５．４�
６１１ ヨシサプライズ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４１０－１６ 〃 ハナ ２１８．４�
１１ ジョニーバローズ 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥猪熊 広次氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１６－ ４１：３５．５クビ ８０．２�
２３ ベルモントノエル 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝 �ベルモントファーム 田村 康仁 新冠 ベルモント

ファーム ４４４－ ２ 〃 クビ ７２．０	
８１７ ナムラノブナガ 牡３青 ５６ 勝浦 正樹奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 ４８２＋１０１：３５．６� １２．１

５１０ レオブルース 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４７６－ ２１：３５．７クビ ８．２�
３５ コンセンチメント 牡３黒鹿５６ 松岡 正海田中 昇氏 奥平 雅士 三石 中村 和夫 ４７４－ ８ 〃 クビ ９．９
４７ ビルトミーアップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４５０＋ ６ 〃 アタマ ２８．０�
４８ スカーレットダイヤ 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４２４＋ ８ 〃 ハナ ４４．７�

（大井）

２４ マイネルサラン 牡３芦 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 浦河 鎌田 正嗣 ４６２－１０ 〃 ハナ １１．７�

７１３ ダイワアンリ 牡３鹿 ５６
５５ ☆田中 博康大城 敬三氏 上原 博之 静内 千代田牧場 ４８０－ ２１：３５．８	 ６７．８�

７１５ マイネルローグ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 森 笹川大晃牧場 ４７４－ ２１：３６．２２	 ２８６．７�

６１２� リ ザ ル ト 牝３黒鹿５４ 小林 淳一山本 武司氏 高市 圭二 門別 今井牧場 ４２４＋ ２１：３６．４１� ３６６．９�
７１４
 ケイプエマラティ 牡３鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人岸田 勝宏氏 的場 均 英 Capt A. L.
Smith－Maxwell ４９２－１６１：３７．２５ ３９．１�

１２ ジュメイラムーン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �グリーンファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４９４－ ６１：４０．９大差 ２．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，２６２，２００円 複勝： ４６，４４５，１００円 枠連： ４５，３０５，５００円

普通馬連： １３７，８３５，６００円 馬単： １１２，３７５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，４１１，０００円

３連複： １８２，８８８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５９２，５２３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９３０円 複 勝 � ９４０円 � ３８０円 � ５１０円 枠 連（３－８） １，２４０円

普通馬連 �� ２９，４５０円 馬 単 �� ６０，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３５０円 �� ６，６８０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ９１，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０２６２２ 的中 � ６０７５（１１番人気）
複勝票数 計 ４６４４５１ 的中 � １２１８２（１０番人気）� ３４３１８（６番人気）� ２４０８２（８番人気）
枠連票数 計 ４５３０５５ 的中 （３－８） ２７０５９（６番人気）
普通馬連票数 計１３７８３５６ 的中 �� ３４５５（６７番人気）
馬単票数 計１１２３７５３ 的中 �� １３７９（１２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７４１１０ 的中 �� １４４０（５６番人気）�� １３６８（６１番人気）�� ４３０４（２３番人気）
３連複票数 計１８２８８８７ 的中 ��� １４７４（２０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．４―３５．１―４７．２―５９．３―１：１０．９―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートカルタゴ �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００７．１０．２８ 東京５着

２００５．２．２５生 牝３栗 母 スイートアスペン 母母 スィートシエロ ８戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔制裁〕 ネイチャーグロウ号の騎手高山太郎は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
〔その他〕 ジュメイラムーン号は，競走中に疾病〔心房細動〕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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 トレノクリスエス号・ハーリカ号・メジロフローラ号・ラヴドシャンクシー号・ルシフェリン号
※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。



１４０９２ ６月１５日 晴 良 （２０東京３）第８日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２４ イケトップガン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４４８＋ ２１：４７．９ １３．１�

８１８ ヤエノアカハチ 牡４栗 ５７
５４ ▲三浦 皇成�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ １８．６�

３６ リネンフィールド 牝４栗 ５５ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 三石 平野牧場 ４７６－ ４１：４８．２２ ９．３�
７１４ セントラルカフェ 牡４鹿 ５７ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ５０８－ ４１：４８．４１� ４１．８�
５９ フラワータキシード 牡４鹿 ５７ 村田 一誠花垣 春男氏 本間 忍 門別 海馬澤 誠治 B４７０＋ ８ 〃 アタマ ２７．４�
４７ クリノアドベンチャ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲丸田 恭介栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４６２＋ ２１：４８．６１� ４２．０�
３５ 	 ダノンデインヒル 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�ダノックス 藤沢 和雄 愛

Swersky and
Associates and
Orpendale

５０２－ ２ 〃 クビ ４８．７	
４８ ロコロンドン 牝４栗 ５５ 武 豊堤 賢一氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４５４－ ４１：４８．７クビ ９．５

６１２
 アサティスボーイ 牡４鹿 ５７ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー

ファーム ４４８＋ ２１：４８．９１ １７．８�
１１ 	 カロンセギュール 牝４鹿 ５５ 松岡 正海吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-

mas/Lakin/Kintz） ４４０－ ２１：４９．１１� ４８．４�
８１６
 スズノライコウ 牡４栗 ５７ 柴山 雄一小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４９０－ １ 〃 ハナ １７９．６
８１７ コスモフリーダム 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 中野 隆良 門別 棚川牧場 ５０６－ ２１：４９．２� １４．１�
７１５ エッセイスト 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ６１：４９．４１� ２．１�
５１０ アドマイヤセナ 牡５栗 ５７ 柴田 善臣近藤 利一氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ ６．０�
７１３
 トミケンルビー 牝４鹿 ５５

５４ ☆田中 博康冨樫 賢二氏 和田 正道 様似 能登ファーム ４３０＋ ７１：４９．８２� ４５６．３�
２３ アンサーフォーユー 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人小河 一�氏 国枝 栄 門別 渡辺 芳一 ４３０－ ２１：５０．３３ ２０７．８�
１２ 
 ダイワラベンダー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広大城 敬三氏 田中 清隆 門別 下河辺牧場 B５００＋１６１：５１．５７ １２４．０�
６１１ グラスレンヌ 牝４栗 ５５ 二本柳 壮半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ４１：５２．１３� ３３３．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３８，０３６，８００円 複勝： ５１，５６０，３００円 枠連： ４６，８４８，６００円

普通馬連： １５４，８３３，７００円 馬単： １２３，５７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，８０４，５００円

３連複： １９５，３０８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ６５１，９６２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ４３０円 � ６１０円 � ２７０円 枠 連（２－８） ３，２８０円

普通馬連 �� ９，５４０円 馬 単 �� ２０，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５２０円 �� １，３４０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ２４，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３８０３６８ 的中 � ２３０２７（５番人気）
複勝票数 計 ５１５６０３ 的中 � ３０５８０（７番人気）� ２０４５９（８番人気）� ５６８００（２番人気）
枠連票数 計 ４６８４８６ 的中 （２－８） １０５６８（１４番人気）
普通馬連票数 計１５４８３３７ 的中 �� １１９８９（３５番人気）
馬単票数 計１２３５７０５ 的中 �� ４４６４（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１８０４５ 的中 �� ４０４３（３５番人気）�� ７８１２（１２番人気）�� ４６９６（２７番人気）
３連複票数 計１９５３０８２ 的中 ��� ５８４９（８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３５．６―４８．２―１：００．７―１：１３．０―１：２４．６―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．９

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

イケトップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１２．２３ 中山６着

２００４．６．１７生 牡４栗 母 オークスピリッツ 母母 カシワズプリンセス １２戦２勝 賞金 ２３，０１７，０００円
〔発走状況〕 エッセイスト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 セントラルカフェ号の騎手小島太一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラスレンヌ号は，平成２０年７月１５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。
（非抽選馬） ４頭 ジャックレイホウ号・マヤノモノポリー号・ロイバーブリング号・ローランアントレ号



１４０９３ ６月１５日 晴 良 （２０東京３）第８日 第９競走 ��
��１，６００�

ひ よ し

日 吉 特 別
発走１４時２５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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１５ スターボイジャー 牡７鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４４４－ ４１：３６．８ １５．１�

４８ デジデーリオ 牡６鹿 ５７ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：３７．１２ ９１．６�
２４ カブキメーク 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム B４８８± ０ 〃 クビ １８．５�
４７ ヘイアンルモンド 牡５鹿 ５７ 四位 洋文荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５１０－ ４１：３７．２クビ ４．２�
５９ ベルグミサイル 牡４芦 ５７ 松岡 正海山田 五月氏 斎藤 誠 静内 グランド牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ １０．９�
３５ � スリーセブンスピン 牡５鹿 ５７ 平沢 健治菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Overbrook

Farm ４９４＋ ６ 〃 ハナ ５．６�
５１０� 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± ０ 〃 アタマ ４．１	
６１２ クレヨンルージュ 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：３７．３クビ ９．２

１２ コウジンアルス 牡６栗 ５７ 草野 太郎加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４８４－ ４１：３７．４� １２３．５�
６１１ アイアムレギュラー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊堀 紘一氏 小島 茂之 浦河 三嶋牧場 ４７４－ ８１：３７．６１	 ５．４�
３６ グリンガレット 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成�ターフ・スポート相沢 郁 静内 聖心台牧場 B４６６－ ６１：３７．８１	 ４０．１
８１６ ハウンドコップ 牡９鹿 ５７ 勝浦 正樹齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B４９４± ０１：３８．１２ ４９．１�
７１４ ナスケンウインド 牡６栗 ５７ 増沢由貴子那須 猛氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４９２－ ８１：３８．８４ １５４．５�
７１３
 アタゴハヤブサ 牡５黒鹿５７ 村田 一誠坪野谷和平氏 中野 栄治 浦河 鵜木 唯義 ４７４± ０ 〃 アタマ ２３５．８�
２３ 
 メインザナゲット 牡７栗 ５７ 北村 友一竹本いずみ氏 谷原 義明 三石 木田牧場 ４８８± ０１：３９．１１� ２８４．５�
１１ � ナイキアプロード 牡４黒鹿５７ 小林 淳一小野 誠治氏 古賀 史生 米

Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

B４７８－ ２１：３９．３１ ６５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，７４６，４００円 複勝： ５５，６８０，１００円 枠連： ５５，８４２，３００円

普通馬連： ２０７，２５３，９００円 馬単： １３０，４７１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，９１８，５００円

３連複： １９５，８１９，９００円 ３連単： ４６１，７２４，７００円 計： １，１８８，４５６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ４８０円 � ２，１００円 � ５２０円 枠 連（４－８） ２，１４０円

普通馬連 �� ５５，２４０円 馬 単 �� ９５，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，７１０円 �� ２，４２０円 �� ９，４６０円

３ 連 複 ��� １６９，８２０円 ３ 連 単 ��� １，３９６，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３３７４６４ 的中 � １７７１０（７番人気）
複勝票数 計 ５５６８０１ 的中 � ３１９５３（７番人気）� ６４０２（１２番人気）� ２９２８７（８番人気）
枠連票数 計 ５５８４２３ 的中 （４－８） １９２６６（９番人気）
普通馬連票数 計２０７２５３９ 的中 �� ２７６９（６１番人気）
馬単票数 計１３０４７１０ 的中 �� １００６（１２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７９１８５ 的中 �� １０９２（６１番人気）�� ４９５４（２８番人気）�� １２３７（５７番人気）
３連複票数 計１９５８１９９ 的中 ��� ８５１（２０６番人気）
３連単票数 計４６１７２４７ 的中 ��� ２４４（１３６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３６．０―４８．５―１：００．９―１：１２．６―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターボイジャー �
�
父 ジ ェ リ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．５．１６ 新潟１着

２００１．４．１１生 牡７鹿 母 クリアースター 母母 ノーザンクリアー ２４戦５勝 賞金 ８１，３１７，０００円
※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 アロド号・イグザクトリー号・エイワナギ号・オペラダンディ号・オーロブライト号・キラライットウセイ号・

ケイアイプラネット号・サトノコクオー号・ジェイケイボストン号・シベリアンライオン号・シュウザンアイ号・
スマートサイクロン号・ソレックス号・ダイワレヴアップ号・ダンシングホーク号・テンザンモビール号・
トワイライトワルツ号・ニシノテンカ号・ノワールシチー号・プライベートプラン号・マイネルガッチャ号・
マルターズコッパー号・ヤマニンパルファン号



１４０９４ ６月１５日 晴 良 （２０東京３）第８日 第１０競走 ��
��２，４００�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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５９ ジャガーメイル 牡４鹿 ５７ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム ４６２－１０２：２５．９ ５．８�

７１３ ニシノコンドコソ 牡４栗 ５７ 内田 博幸西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４８８－ ２２：２６．４３ ３．６�
３４ � 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 B４８６－ ２２：２６．５� ２．９�
６１１ ダイイチアトム 牡７鹿 ５７ 松岡 正海吉田 千津氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：２６．７１	 １６．６�
２２ マイネルネオス 牡５鹿 ５７ 津村 明秀 �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 ４４４－１０２：２６．８� ６９．４�
５８ ホーマンアラシ 牡５栗 ５７ 北村 友一久保 博文氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ １２．９�
４６ ドリームパートナー 
８鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５８－ ６２：２７．１２ ５２．６	
１１ ウォーライクトニー 牡８栗 ５７ 戸崎 圭太 
社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ６２：２７．２クビ ４６．３�

（大井）

２３ モ チ 牡４青鹿５７ 田中 勝春小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５０６－ ６ 〃 ハナ ２０．６�
７１２ セタガヤフラッグ 牡５鹿 ５７ 的場 勇人千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６０＋１４ 〃 ハナ ５６．６
８１４ ビエンナーレ 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４０８＋ ４２：２７．９４ ８．４�
８１５ スズノオオゴン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５０± ０２：２８．０クビ １４．６�
６１０� マチカネリュウセイ 牡９芦 ５７ 木幡 初広細川 益男氏 宗像 義忠 米 Dr. D. W.

Frazier ５３８－１６２：２８．１	 １６１．４�
３５ クーフーリン 牡７鹿 ５７ 菊沢 隆徳
ターフ・スポート加藤 敬二 浦河 大北牧場 ４５０－ ６２：３０．９大差 ２０８．５�
４７ コスモテナシャス 牡７鹿 ５７ 田中 博康 
ビッグレッドファーム 相沢 郁 早来 吉田牧場 B４７２± ０ （競走中止） １３０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５０，５２５，２００円 複勝： ７１，１３８，６００円 枠連： ６６，６８２，５００円

普通馬連： ２８１，０１２，２００円 馬単： １７２，１８６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，８５３，９００円

３連複： ２５３，５５３，７００円 ３連単： ５９３，３８２，９００円 計： １，５５２，３３５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（５－７） ７００円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ３６０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ５，９００円

票 数

単勝票数 計 ５０５２５２ 的中 � ６９５３７（３番人気）
複勝票数 計 ７１１３８６ 的中 � ９４３６８（３番人気）� １５２６２４（１番人気）� １５２５４６（２番人気）
枠連票数 計 ６６６８２５ 的中 （５－７） ７０５１７（３番人気）
普通馬連票数 計２８１０１２２ 的中 �� ２０２４８５（３番人気）
馬単票数 計１７２１８６５ 的中 �� ５５０２５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３８５３９ 的中 �� ３９６６３（３番人気）�� ４３４０１（２番人気）�� ６４８８１（１番人気）
３連複票数 計２５３５５３７ 的中 ��� ２１５５０４（１番人気）
３連単票数 計５９３３８２９ 的中 ��� ７４３３４（６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．７―１１．９―１１．９―１２．６―１３．０―１２．１―１２．０―１１．６―１１．７―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―２４．２―３６．９―４８．８―１：００．７―１：１３．３―１：２６．３―１：３８．４―１：５０．４―２：０２．０―２：１３．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャガーメイル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．８ 中山１着

２００４．５．８生 牡４鹿 母 ハヤベニコマチ 母母 ターンツーダイナ ７戦４勝 賞金 ５０，７００，０００円
〔競走中止〕 コスモテナシャス号は，向正面で急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ニシノコンドコソ号の騎手内田博幸は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※ウォーライクトニー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０９５ ６月１５日 晴 良 （２０東京３）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第２５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 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

６１２ サンライズマックス 牡４黒鹿５６ 横山 典弘松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４４４± ０１：４５．９ ７．５�

４７ ヒカルオオゾラ 牡４青 ５６ 武 豊高橋 光氏 池江 泰寿 洞爺（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４＋１２１：４６．０� ２．５�

８１７ グラスボンバー 牡８黒鹿５６ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ ７４．３�
５１０ トウショウヴォイス 牡６黒鹿５６ 田中 勝春トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７２－ ８ 〃 クビ ７８．９�
２４ マイネルキッツ 牡５栗 ５６ 後藤 浩輝 �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 B４８４－１４１：４６．１クビ １０．２�
８１８ ショウワモダン 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０４－ ４１：４６．３１	 ３１．７	
６１１ トーホウアラン 牡５栗 ５６ 藤田 伸二東豊物産� 藤原 英昭 三石 前川 正美 ４９０± ０１：４６．５１ ６．５

７１４ ダブルティンパニー 牡６栗 ５６ 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９２－ ４１：４７．１３
 ８７．６�
４８ � ファストロック 牡４栗 ５６ 安藤 勝己広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Quay

Bloodstock ４８８＋ ２１：４７．３１	 ６．０�
７１５� カゼノコウテイ 牡５鹿 ５６ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ４４４－１０ 〃 クビ ５０．１
７１３� ミュージックホーク 牡７栗 ５６ 石橋 脩加藤 久枝氏 中竹 和也 米 River Bend

Farm, Inc. ４６２＋ ２１：４７．４クビ ２２７．１�
３６ ドリーミーオペラ 牡６鹿 ５６ 江田 照男小川 有世氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４３０－１０１：４７．６１
 ４６．１�
１２ ブライトトゥモロー 牡６鹿 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 白老ファーム ５１０± ０１：４７．８１	 ９．０�
２３ イクスキューズ 牝４鹿 ５４ 松岡 正海岡田 繁幸氏 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４６８＋ ２ 〃 クビ ２３．０�
３５ ユノナゲット 牡６鹿 ５６ 武士沢友治細川祐季子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５０６－ ６１：４８．２２
 ２０９．６�
１１ ソーユアフロスト 牡７鹿 ５６ 戸崎 圭太臼田 浩義氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ５３２± ０１：４８．５１� １８９．６�

（大井）

８１６ メイショウレガーロ 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４４８－１８ 〃 クビ ４６．６�
５９ アップドラフト 牡６鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 安田 隆行 追分 追分ファーム ５００－ ６１：４８．７１ ９３．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６６，５８８，５００円 複勝： ２０４，０６３，３００円 枠連： ２７３，０９３，５００円

普通馬連： １，０７７，６３２，７００円 馬単： ６４６，７４２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１８，３０３，１００円

３連複： １，０６７，３７７，２００円 ３連単： ２，４７７，７１８，８００円 計： ６，１３１，５１９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２４０円 � １４０円 � ９６０円 枠 連（４－６） ３７０円

普通馬連 �� １，２４０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ５，５００円 �� ２，９８０円

３ 連 複 ��� ２７，２００円 ３ 連 単 ��� １３２，０４０円

票 数

単勝票数 計１６６５８８５ 的中 � １７６９２４（４番人気）
複勝票数 計２０４０６３３ 的中 � ２１２５８６（４番人気）� ５２８９４９（１番人気）� ３８８３０（１１番人気）
枠連票数 計２７３０９３５ 的中 （４－６） ５５０２５７（１番人気）
普通馬連票数 計１０７７６３２７ 的中 �� ６４３４０５（３番人気）
馬単票数 計６４６７４２６ 的中 �� １５１９８６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１８３０３１ 的中 �� １０９９６３（３番人気）�� ９２９４（５４番人気）�� １７３３２（３０番人気）
３連複票数 計１０６７３７７２ 的中 ��� ２８９７０（７８番人気）
３連単票数 計２４７７７１８８ 的中 ��� １３８４９（３４４番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１１．６―１１．９―１１．８―１１．７―１１．１―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．６―３５．２―４７．１―５８．９―１：１０．６―１：２１．７―１：３３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．３

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズマックス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．１１．１９ 京都５着

２００４．４．２３生 牡４黒鹿 母 グリーンヒルマック 母母 マツクスフリート １２戦５勝 賞金 １２１，８６８，０００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。



１４０９６ ６月１５日 晴 良 （２０東京３）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１０ ユキノアサカゼ 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 白老 習志野牧場 ５３０＋２６１：２１．９ １４．１�

４５ ニ キ テ ィ ス 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二田中 晴夫氏 矢作 芳人 静内 藤平 和実 ５１０＋ ４ 〃 ハナ ３．５�
８１２ ノーザンスター 牝７鹿 ５５ 柴山 雄一�ターフ・スポート石栗 龍彦 三石 土田農場 ４７０－ ６１：２２．４３ ４１．２�
６９ サクラプログレス 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣�さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ５０２－ ４ 〃 クビ １１．９�
６８ コアレスコジーン �５鹿 ５７ 蛯名 正義小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４６８－ ８１：２２．６１ ５．１�
５７ アグネストカチ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４５８－１４１：２２．８１� ３．４	
５６ マイネルグロッソ 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 門別 福山牧場 ５２０＋１０１：２２．９	 ４０．７

７１１ テントゥワン 牡５黒鹿５７ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３４± ０１：２３．０	 １１７．６�
１１ ラドランファーマ 牝６鹿 ５５ 四位 洋文村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４９０± ０ 〃 アタマ ２４．７�
８１３
 ミスティラブ 牝６黒鹿５５ 武 豊冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４６２± ０ 〃 クビ ９．９
４４ ウインアンジェラス 牝４鹿 ５５ 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４６６－ ２１：２３．５３ １２．０�
３３ ヤマニンスプラウト 牝７鹿 ５５ 石橋 脩土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４６２－ ２１：２３．６クビ １４９．１�
２２ ジュラナスリング 牡８鹿 ５７

５４ ▲三浦 皇成 �サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４４８－ ６１：２４．４５ ３０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５３，７１１，３００円 複勝： ６２，１８２，０００円 枠連： ６４，６４８，１００円

普通馬連： ２５４，１９１，７００円 馬単： １７５，２２３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，３５５，６００円

３連複： ２３２，０５０，６００円 ３連単： ５９１，１８６，８００円 計： １，４９１，５４９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ５３０円 � １９０円 � ７００円 枠 連（４－７） ２，４１０円

普通馬連 �� ４，０３０円 馬 単 �� ９，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� ６，４００円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� ３６，６００円 ３ 連 単 ��� ２２０，４７０円

票 数

単勝票数 計 ５３７１１３ 的中 � ３０２０７（７番人気）
複勝票数 計 ６２１８２０ 的中 � ２７８５８（８番人気）� １０８８３４（２番人気）� ２０２０１（１０番人気）
枠連票数 計 ６４６４８１ 的中 （４－７） １９８４９（１０番人気）
普通馬連票数 計２５４１９１７ 的中 �� ４６６６４（１５番人気）
馬単票数 計１７５２２３０ 的中 �� １３９２２（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８３５５６ 的中 �� １１０３６（１５番人気）�� ２１９９（５２番人気）�� ５５９３（３４番人気）
３連複票数 計２３２０５０６ 的中 ��� ４６８０（１０３番人気）
３連単票数 計５９１１８６８ 的中 ��� １９７９（５６８番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．２―１１．５―１１．１―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．６―３４．８―４６．３―５７．４―１：０９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノアサカゼ �
�
父 エアジハード �

�
母父 Irish River デビュー ２００５．８．１４ 新潟４着

２００３．４．２１生 牡５栗 母 アイリッシュシャドウ 母母 Our Paige １９戦４勝 賞金 ４９，１６９，０００円
〔騎手変更〕 ヤマニンスプラウト号の騎手田中博康は，第１０競走での落馬負傷のため石橋脩に変更。
※ニキティス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２０東京３）第８日 ６月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９５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

２５２，６００，０００円
８，５２０，０００円
３１，３２０，０００円
１，９７０，０００円
２７，６７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，６４３，０００円
５，３７６，０００円
１，９６９，５００円

勝馬投票券売得金
５４９，７１４，６００円
７６８，７６１，９００円
７５３，５５５，１００円
２，７９３，５９１，３００円
１，９６９，７１０，４００円
６７７，８６９，２００円
３，０７８，５９２，８００円
４，１２４，０１３，２００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １４，７１５，８０８，５００円

総入場人員 ５０，５９９名 （有料入場人員 ４８，９５１名）



平成２０年度 第３回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，５１５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

２，５０３，６７０，０００円
２７，２７０，０００円
２１６，５２０，０００円
１２６，３２０，０００円
２７９，１６０，０００円
１，２９１，０００円
１，３７３，０００円
５３７，６３７，５００円
４５，４４２，２００円
１５，３０１，５００円

勝馬投票券売得金
５，２５１，９００，０００円
６，４９２，８１２，１００円
７，４０８，３０９，１００円
２８，１８９，８１４，２００円
１８，９５３，７３７，７００円
６，３１５，７３２，５００円
３０，５２２，７５１，６００円
４８，９４５，５４２，８００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 １５２，０８０，６００，０００円

総入場延人員 ４５６，２９９名 （有料入場延人員 ４４４，０９０名）




