
１５０４９ ６月６日 曇 不良 （２１東京３）第５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

７１４ カズノウォーニング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 可一氏 小笠 倫弘 浦河 福田牧場 ４３２＋ ２１：１８．４ ２．２�

６１１� エーシンフラクタル 牝３栗 ５４ 岩田 康誠平井 宏承氏 中尾 秀正 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ４４８± ０ 〃 クビ ４．７�

２３ メジロホリデイ 牝３栗 ５４ 高橋 智大�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４５６± ０１：１８．７１� ４５．９�
５１０ マスタープラン 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 牧場 ４６４－ ２１：１８．８� ２７．７�

（大井）

７１３ ラプターストーム 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介佐藤 恭永氏 羽月 友彦 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４＋ ４１：１９．１１� ２．６�

４８ ル ラ パ ン 牡３青鹿５６ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６４＋ ２１：１９．２クビ ２９５．９�
５９ コスモジブリル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 郷原 洋行 新ひだか 中橋 正 ４３０＋ ８１：１９．４１� １８．４	
６１２ スガノオーバーカム 牡３芦 ５６ 池添 謙一菅原 光博氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４４８－ ３１：１９．６１	 １３２．７

１１ スーパーソブリン 牡３黒鹿５６ 小林 淳一 �高木競走馬育成牧場 高木 登 新ひだか 澤田 嘉隆 ４３６＋ ２１：１９．７クビ ４４．６�
３５ ビクトリアモード 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成石橋 松蔵氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４４０－１４１：２０．３３	 １６７．７�
８１５ ゴールドドン 牡３鹿 ５６

５５ ☆丸田 恭介澤 洋氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 ４９２＋ ２１：２１．５７ ７２．５
２４ キングアラモアナ 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 服部 牧場 ５２４ ―１：２２．２４ １１０．２�
３６ フレイムアップ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小田切有一氏 粕谷 昌央 池田 新田牧場 ４６４－１２１：２２．４１	 １９０．５�
８１６ サチノモナリザ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人佐藤 幸彦氏 水野 貴広 むかわ 片山 幹雄 ４０６± ０１：２２．５クビ ２０５．１�
１２ マジックサファイア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎村木 隆氏 鹿戸 雄一 静内 千代田牧場 ４８０± ０１：２２．８２ １２８．２�
４７ カネスサープラス 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也杉澤 光雄氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ５１２ ―１：３０．１大差 ３２３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６５７，８００円 複勝： ５８，３９２，６００円 枠連： ２２，８２２，０００円

普通馬連： ５９，７９２，９００円 馬単： ５４，９４５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５２０，９００円

３連複： ８２，０４０，２００円 ３連単： １４７，３３１，５００円 計： ４７０，５０３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ８９０円 枠 連（６－７） ３２０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，２２０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ４，５１０円 ３ 連 単 ��� １１，５５０円

票 数

単勝票数 計 １８６５７８ 的中 � ６８１３９（１番人気）
複勝票数 計 ５８３９２６ 的中 � ２９３７２５（１番人気）� ６０６６０（３番人気）� ７８９２（６番人気）
枠連票数 計 ２２８２２０ 的中 （６－７） ５３５２１（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９７９２９ 的中 �� ７４３２８（２番人気）
馬単票数 計 ５４９４５８ 的中 �� ４００８１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５２０９ 的中 �� ３２２６９（２番人気）�� ４８３４（１０番人気）�� ２９３６（１６番人気）
３連複票数 計 ８２０４０２ 的中 ��� １３４５１（１１番人気）
３連単票数 計１４７３３１５ 的中 ��� ９４１７（２９番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．７―１２．２―１１．８―１１．９―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．５―４１．７―５３．５―１：０５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カズノウォーニング �
�
父 サニングデール �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．６．２１ 福島６着

２００６．３．２７生 牡３鹿 母 リンデンルレーブ 母母 リンデンリリー ９戦１勝 賞金 １４，０５０，０００円
〔その他〕 カネスサープラス号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジックサファイア号は，平成２１年７月６日まで平地競走に出走できない。

サチノモナリザ号は，平成２１年８月６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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ガッツアップ号
（非抽選馬） ６頭 イドゥナ号・グラステクニック号・シルキーモモ号・ドンヤマト号・メリーイベンター号・ワンダーキング号
※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。



１５０５０ ６月６日 小雨 不良 （２１東京３）第５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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５� ヒシパーフェクト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.
Nichols ４５６－ ４１：３６．９ ２６．８�

２３ アシュラオー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣友水 達也氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ４９６± ０１：３７．１１� ３．８�
３６ シルククレヴァー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸有限会社シルク小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ５２２± ０１：３７．４２ １７．１�
５９ コスモジュゲム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 辻 牧場 ５１０± ０１：３７．５� １１．８�
５１０ タガノヴァンドーム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B５２４－ ２１：３７．７１� ５０．５�
３５ ティアップメキラ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 三石 山際牧場 B４７６－ ４１：３７．８クビ ３１７．９�
６１２� マルターズデライト 牡３鹿 ５６ 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Yoshio Fujita ５１０＋ ６１：３７．９� １．５	
７１４ サチノベストセラー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 新冠 駒沢 明憲 ４６２－ ４１：３８．０� ７５．４

４８ ダイヤモンドレーン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４５０＋ ２１：３８．１� ３４．９�
４７ プラチナタイム 牡３芦 ５６ 三浦 皇成�グランド牧場 鹿戸 雄一 静内 グランド牧場 B４４６－ ４１：３８．２	 ５５．１�
１２ メ イ シ ャ 牡３青鹿５６ 江田 照男白井 岳氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４５６＋ ２１：３８．６２� １８９．９
８１６ マイネルサウダージ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新ひだか 土居 忠吉 ４８２－ ４１：３８．７	 １２３．２�
（大井）

７１３ シルクトレジャー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人有限会社シルク後藤 由之 静内 増本牧場 ４５４－１０ 〃 ハナ ９８．５�
６１１ バ ト ル モ ア 牡３栗 ５６ 岩田 康誠堀越 毅一氏 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 ４９０ ―１：３８．８クビ ３９．３�
１１ ブレインストーム 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �ユートピア牧場 土田 稔 登別 ユートピア牧場 ４９６± ０１：３９．５４ ２４２．９�
２４ クリアーアイズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎大原 詔宏氏 嶋田 潤 新冠 柏木 一則 ４４８＋１０１：４１．５大差 ６５４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７５６，８００円 複勝： ８６，９９１，５００円 枠連： ２０，５５０，１００円

普通馬連： ７６，６３４，３００円 馬単： ６４，９６２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９２９，１００円

３連複： ９２，４６７，５００円 ３連単： １６３，８１１，７００円 計： ５５９，１０３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６８０円 複 勝 � １，３４０円 � ２３０円 � ８９０円 枠 連（２－８） ３，８５０円

普通馬連 �� ４，２００円 馬 単 �� １３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� ３，３５０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １２，４４０円 ３ 連 単 ��� １２２，０００円

票 数

単勝票数 計 ２３７５６８ 的中 � ６９９７（５番人気）
複勝票数 計 ８６９９１５ 的中 � １５０１８（６番人気）� １２２５０１（２番人気）� ２３３００（４番人気）
枠連票数 計 ２０５５０１ 的中 （２－８） ３９４６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ７６６３４３ 的中 �� １３４９２（１３番人気）
馬単票数 計 ６４９６２８ 的中 �� ３６２９（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９２９１ 的中 �� ６６７７（９番人気）�� ２０９０（２６番人気）�� １２８６７（５番人気）
３連複票数 計 ９２４６７５ 的中 ��� ５４８７（３０番人気）
３連単票数 計１６３８１１７ 的中 ��� ９９１（２２９番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．９―１１．７―１２．１―１２．６―１２．３―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．８―３５．５―４７．６―１：００．２―１：１２．５―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒシパーフェクト �
�
父 Pleasantly Perfect �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．３．１ 中山３着

２００６．２．９生 牡３鹿 母 Zinned 母母 I’m in Celebration ４戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 リネンシマイ号
（非抽選馬） ５頭 スーパーオアシス号・ビイーネマーヤ号・ポアントゥブルボン号・マチカネヒヨドリ号・ワンダフルカフェ号
※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。



１５０５１ ６月６日 小雨 重 （２１東京３）第５日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７１５ ロッシェノワール 牝３黒鹿５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ６１：３７．０ ３．１�

６１１ クリノメダリスト 牝３栗 ５４ 横山 典弘栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３４＋ ４１：３７．５３ ８．９�
８１８ ダイワオードリー 牝３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４ 〃 クビ ４．４�
４８ アッフェルバンダム 牝３栗 ５４ 三浦 皇成山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４６６＋ ２１：３８．０３ １２．４�
８１７ スイートライラ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４５０＋ ６１：３８．３１� ９５．２�
７１３ コスモプピレ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ４１：３８．７２� ２０３．９�
３５ チューベローズ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４３８＋ ６１：３８．８クビ １９．６	
８１６ サマーセレブリティ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太セゾンレースホース
 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋１４ 〃 アタマ ５．２�

（大井）

５９ プティプランセス 牝３鹿 ５４ 武 豊中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４６８ ―１：３９．０１� １８．７�
５１０ ウインパランセ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作
ウイン 国枝 栄 門別 シンコーファーム ３８２－ ６１：３９．３２ ２７５．４
２３ トシキャンディ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４８８－ ８１：３９．５１� １５．４�
１２ サントゥール 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４１６－ ４１：３９．８１� ３６．８�
２４ ジョウノリリー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４０２－ ４１：４０．２２� ３７．４�
７１４ ラヴリーテンダー 牝３栗 ５４ 木幡 初広熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ ４５．９�
１１ ミヤビオウカ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二村上 義勝氏 尾関 知人 浦河 大成牧場 ４６６± ０１：４０．３� ２１．２�
３６ シャルトルブルー 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４３０＋１０１：４０．４� ３２６．７�
６１２ オーデパルファン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 
ローレルレーシング 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ３９４ ―１：４１．１４ ２３０．２�
４７ マキノソアラ 牝３栗 ５４ 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 鵡川 西山牧場 ４１８＋ ８１：４１．２� ４６４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，９２３，９００円 複勝： ３６，７９３，４００円 枠連： ２５，４６７，８００円

普通馬連： ７６，８１０，２００円 馬単： ５０，８２９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８８３，８００円

３連複： ９３，５６６，７００円 ３連単： １２４，４７２，４００円 計： ４５８，７４７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １５０円 枠 連（６－７） １，２５０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ３４０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，８１０円 ３ 連 単 ��� １０，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２２９２３９ 的中 � ５９２９４（１番人気）
複勝票数 計 ３６７９３４ 的中 � ６９４８１（１番人気）� ４４８０９（４番人気）� ６８１６１（２番人気）
枠連票数 計 ２５４６７８ 的中 （６－７） １５１５４（４番人気）
普通馬連票数 計 ７６８１０２ 的中 �� ３９３２８（４番人気）
馬単票数 計 ５０８２９７ 的中 �� １３４９２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８８３８ 的中 �� ９６８６（６番人気）�� ２２０８４（１番人気）�� １２９７０（４番人気）
３連複票数 計 ９３５６６７ 的中 ��� ３８３１８（２番人気）
３連単票数 計１２４４７２４ 的中 ��� ８６１７（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．５―１：００．３―１：１２．６―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロッシェノワール �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．５．１７ 新潟２着

２００６．３．２８生 牝３黒鹿 母 メイプルシロップ 母母 ドリームビジヨン ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーデパルファン号・マキノソアラ号は，平成２１年７月６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 キリシマノホシ号・ファルファラ号・フリークトーク号・リキサンキャロル号
※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。



１５０５２ ６月６日 小雨
（ 芝 ）重
（ダート）不良（２１東京３）第５日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

２２ � ペ リ ー 牡６芦 ６０ 宗像 徹 �ワールド・パーム 的場 均 三石 斉藤スタッド ４６０± ０３：２３．２ ３．５�

１１ レイザストレングス 牡６鹿 ６０ 穂苅 寿彦ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 ４４４± ０３：２３．６２� ２．２�
８１４ メジロマシューズ 牡６栗 ６０ 山本 康志�メジロ牧場 尾関 知人 洞爺 メジロ牧場 ４８０－ ４３：２４．２３� １１．２�
５８ サニーネイティブ 牡７栗 ６０ 高野 和馬宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ５１０＋ ６３：２５．８１０ ５．８�
６９ レオスターライト 牡８鹿 ６０ 平沢 健治�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 ４６６－１０３：２７．４１０ ９２．７�
４５ キラーパンサー 牡４芦 ６０

５７ ▲草野 太郎山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４９６± ０３：２７．７２ ８８．８	
４６ スプリングロック 牡４栗 ６０ 五十嵐雄祐加藤 春夫氏 成島 英春 様似 清水 誠一 ４４２＋ ４３：２７．８� １９．８

７１２ オンワードマック 牡４芦 ６０ 蓑島 靖典樫山 ハル氏 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４６４± ０３：３０．１大差 １４５．５�
８１３� ヨシエンデュランス 牝６黒鹿 ５８

５７ ▲大江原 圭田辺 喜彦氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４９４＋ ８３：３０．２� １１２．８�
３３ メルシーモンサン 牡４鹿 ６０ 高野 容輔永井 康郎氏 武 宏平 三石 三石ファーム ５１０－ ４３：３１．２６ １７．７
７１１ カシマレジェンド 牡４鹿 ６０ 佐藤 聖也松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５３０± ０３：３７．９大差 ２１．６�
６１０ サファリタイガー 牡４鹿 ６０ 柴田 大知熊久保勅夫氏 鈴木 勝美 門別 石原牧場 ４８４＋ ２３：３８．０クビ １２０．２�
５７ � パ ス ク ア 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ５０２－ ２３：４０．０大差 １９．５�
３４ エイトスター �４鹿 ６０ 柴田 未崎玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 元道牧場 ５０４－１０３：４７．０大差 ２１９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，０２９，８００円 複勝： ２１，１１６，９００円 枠連： １８，６３７，３００円

普通馬連： ５１，１２３，６００円 馬単： ４３，６４６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３３２，８００円

３連複： ６７，３３９，４００円 ３連単： １１５，１５７，９００円 計： ３５３，３８４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（１－２） ３８０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ５９０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� ５，３５０円

票 数

単勝票数 計 １８０２９８ 的中 � ４０９９９（２番人気）
複勝票数 計 ２１１１６９ 的中 � ４８８３２（２番人気）� ６５９４８（１番人気）� １９１３９（４番人気）
枠連票数 計 １８６３７３ 的中 （１－２） ３７０３０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１１２３６ 的中 �� １０１９１２（１番人気）
馬単票数 計 ４３６４６４ 的中 �� ３４０９０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３３２８ 的中 �� ３２１６３（１番人気）�� ６３６７（９番人気）�� １１５４９（３番人気）
３連複票数 計 ６７３３９４ 的中 ��� ４３８７７（２番人気）
３連単票数 計１１５１５７９ 的中 ��� １５８８７（９番人気）

上り １マイル １：４９．２ ４F ５３．３－３F ４０．３
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�
８－２－１＝１３－１４＝５－１０－７，６－１２（３，９）（４，１１）
８（１，２）＝１４－１３＝６，５＝９－１２＝１０，３－１１＝７＝４

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

勝馬の
紹 介

�ペ リ ー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 メジロライアン

２００３．５．２生 牡６芦 母 アマートベン 母母 スマートギニー 障害：３戦１勝 賞金 ９，７８０，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 キラーパンサー号の騎手草野太郎は，２周目４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（９番への進路影
響）

※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 ヒデフジ号



１５０５３ ６月６日 小雨 重 （２１東京３）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

４８ ステイツマンシップ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４４６ ―１：５１．５ ７９．７�

２４ トドロキエンジェル 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信原田昭太郎氏 高橋 義博 日高 ファニーヒルファーム ４１８＋ ４ 〃 ハナ ６１．６�
２３ トキノナスティア 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４０－ ２１：５１．８１� ２２．４�
３５ シャドウライン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二飯塚 知一氏 戸田 博文 浦河 伏木田牧場 ４８６－ ２ 〃 アタマ ５．８�
５９ ゴールドウェーヴ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸磯波 勇氏 高木 登 日高 小屋畑 和久 ４４２＋ ２１：５２．０１� ４６．４�
７１３ ネイチャーキング 牡３栗 ５６ 柴田 善臣井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 村上 雅規 B４３２± ０ 〃 ハナ １１．４�
６１２ ブラストルピナス 牝３青 ５４

５２ △宮崎 北斗村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 ４５０＋ ２１：５２．１� ９４．２	
３６ バイタルシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 
友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 アイオイファーム ４５６＋ ２１：５２．２� １６．７�
８１６ ヴ ェ ス パ ー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４ ―１：５２．６２� ８．１�
７１５ マイネフォリア 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 久井牧場 ４４４＋１８１：５２．７� ３００．４

８１８ インディストラーダ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �社台レースホース松山 康久 追分 追分ファーム ５０６＋ ４１：５２．８� ２７．０�
８１７ タカイチライアン 牝３栗 ５４

５３ ☆丸田 恭介�橋 一郎氏 坂本 勝美 静内 飛野牧場 ４３８＋ ２ 〃 クビ １１０．０�
５１０ メジロクレイマー 牝３黒鹿５４ 小林 淳一�メジロ牧場 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 ４０８－ ２１：５２．９� １７．３�
４７ サクラアドバンス 牡３青 ５６ 蛯名 正義
さくらコマース田中 清隆 新ひだか 原 光彦 ４７４ ―１：５３．２１� １４６．１�
１２ トップモーション 牝３青鹿５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５１０－ ２１：５３．５２ １．８�
７１４ タケショウナムジ 牡３青鹿５６ 田中 勝春�ナイト商事 古賀 慎明 浦河 木村牧場 ４６４＋１２１：５４．４５ ４７．４�
１１ スイートコトドール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 鹿戸 雄一 日高 シンボリ牧場 ４５４＋ ４１：５４．６１� ３７０．９�
６１１ ピラーオブファイア 牡３鹿 ５６ 村田 一誠染谷 幸雄氏 中川 公成 新冠 北星村田牧場 B４４４－ ２１：５５．３４ ４２３．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，４３９，９００円 複勝： ３６，５５６，９００円 枠連： ２６，８１９，８００円

普通馬連： ７１，７１７，２００円 馬単： ５７，０７６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４８８，１００円

３連複： ８８，３３４，８００円 ３連単： １４４，１０５，１００円 計： ４７６，５３８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，９７０円 複 勝 � ２，４７０円 � １，２２０円 � ５７０円 枠 連（２－４） １２，５２０円

普通馬連 �� １２０，２９０円 馬 単 �� ３２４，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８，９３０円 �� １１，９６０円 �� ３，７５０円

３ 連 複 ��� ４３７，５３０円 ３ 連 単 ��� ３，３２３，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２３４３９９ 的中 � ２３１９（１２番人気）
複勝票数 計 ３６５５６９ 的中 � ３７０７（１４番人気）� ７７６１（１０番人気）� １８０５１（７番人気）
枠連票数 計 ２６８１９８ 的中 （２－４） １５８２（２３番人気）
普通馬連票数 計 ７１７１７２ 的中 �� ４４０（１０１番人気）
馬単票数 計 ５７０７６２ 的中 �� １３０（２１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４８８１ 的中 �� ３６８（９１番人気）�� ５８４（７５番人気）�� １８８８（３８番人気）
３連複票数 計 ８８３３４８ 的中 ��� １４９（３８２番人気）
３連単票数 計１４４１０５１ 的中 ��� ３２（２３９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．６―４８．２―１：０１．３―１：１４．９―１：２７．１―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．２―３F３６．６

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

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

勝馬の
紹 介

ステイツマンシップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００６．５．１６生 牡３栗 母 アカンプリッシュ 母母 リストレーション １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ガイアアマゾン号
（非抽選馬） ５頭 カンタベリーキング号・コンフェルヴォーレ号・シナトラ号・トウショウザウルス号・マリーンルージュ号



１５０５４ ６月６日 曇 重 （２１東京３）第５日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・左）

牝，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

４７ ナンヨークイーン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４３０－ ４１：３７．３ ４１．７�

５９ オルトリンデ 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６ 〃 クビ ６．５�
６１１ ダブルフレーバー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 元茂 義一 ４８０－ ２１：３７．４クビ ７４．５�
４８ アンプレショニスト 牝３栗 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ ３．７�
７１３ アオゾラペダル 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２＋１２１：３７．５� １９．６�
２３ � フォーチュンガール 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太備前島敏子氏 荒山 勝徳 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ６ 〃 クビ ５１．４	

（大井） （大井）

１２ ヒラボクスペシャル 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 ４４６＋ ２１：３７．８１� ６９．７

８１５ カヤドーモトヒメ 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ ６ 〃 クビ ３７．１�
７１４ サマーアドバンス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 天間 昭一 三石 松本 俊博 ４６６－１４ 〃 アタマ １０．０�
１１ メイウインド 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝千明牧場 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２１：３７．９クビ ２．１
３５ メジロポピンズ 牝３栗 ５４ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ １８５．５�
８１６ ディナルアルプス 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：３８．０� ２６．３�
５１０ クリアソウル 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 ４３４＋ ８１：３８．３１� ３２．２�
６１２ ドゥミポワント 牝３栗 ５４ 田中 博康�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 前谷 武志 ４４８－ ４１：３８．５１ ３５５．４�
３６ ダイワカレン 牝３栗 ５４ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４４２＋１４１：３８．７１� ９９．０�
２４ フ ク フ ク 牝３栗 ５４ 江田 照男大澤 毅氏 中島 敏文 浦河 松田 憲一 B４２８－ ２１：４０．７大差 ３５１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７９２，０００円 複勝： ３７，８７８，５００円 枠連： ２７，１２７，６００円

普通馬連： ７９，７７３，４００円 馬単： ６１，０８７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０８３，６００円

３連複： ８６，９９４，０００円 ３連単： １５１，８３５，０００円 計： ４９８，５７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１７０円 複 勝 � ９２０円 � ２５０円 � １，６３０円 枠 連（４－５） １，２６０円

普通馬連 �� １２，９１０円 馬 単 �� ３３，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６５０円 �� １２，１５０円 �� ７，７３０円

３ 連 複 ��� ２４８，８５０円 ３ 連 単 ��� ２，１９７，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２５７９２０ 的中 � ４８７５（９番人気）
複勝票数 計 ３７８７８５ 的中 � ９９８４（９番人気）� ４８１９０（３番人気）� ５４２１（１２番人気）
枠連票数 計 ２７１２７６ 的中 （４－５） １５９３２（６番人気）
普通馬連票数 計 ７９７７３４ 的中 �� ４５６１（２９番人気）
馬単票数 計 ６１０８７５ 的中 �� １３３４（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０８３６ 的中 �� ２６４７（２５番人気）�� ５６４（６８番人気）�� ８９０（５４番人気）
３連複票数 計 ８６９９４０ 的中 ��� ２５８（２７３番人気）
３連単票数 計１５１８３５０ 的中 ��� ５１（１６７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．７―４８．４―１：０１．１―１：１３．１―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンヨークイーン �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．３０ 新潟２着

２００６．３．２１生 牝３鹿 母 ラ フ ィ カ 母母 オーピーキャット ９戦２勝 賞金 １４，８００，０００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。



１５０５５ ６月６日 曇 重 （２１東京３）第５日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時２５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

８１７ シャイニーデザート 牡３黒鹿５６ 武 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５１８＋ ６１：２４．２ ４．４�

５１０ サザンスターディ 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５０４＋ ８１：２４．３� ３１．４�

４８ ウインバンディエラ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６４＋１０１：２４．４� １８．５�
２４ � レ ン デ ィ ル 牡３芦 ５６ D．ホワイト 広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd ４９４± ０１：２４．５クビ ３．８�
（香港）

２３ ショウナンアルディ 牡３栗 ５６ 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４６６± ０１：２４．６� ６．２�
６１２ ギンザジャスマック 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝有馬 博文氏 伊藤 圭三 日高 下河辺牧場 B４８４＋ ２ 〃 クビ ９．０�
７１４ ショウナンサミット 牡３栗 ５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０－ ８１：２４．７クビ ５３．７	
５９ マイネルウェイヴ 牡３鹿 ５６ 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 ４７０－ ６ 〃 ハナ ７．２

６１１� アスターエンペラー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B４９６＋ ４ 〃 ハナ １０．３�
８１８ ファーストメジャー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４７０＋ ４１：２５．１２� ７７．２�
１１ ヒシソロモン 牡３青鹿５６ 戸崎 圭太阿部雅一郎氏 小林 常泰 新冠 カミイスタット ４８４＋ ８１：２５．４２ ４２．６

（大井）

８１６	 リバーインバウンド 牝３栗 ５４ 江田 照男河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４３８＋ ４ 〃 ハナ ８９．８�
４７ クリノスレンダー 牝３鹿 ５４ 小野 次郎栗本 博晴氏 中島 敏文 新冠 川上 悦夫 B４７０＋ ２ 〃 ハナ １２９．８�
３５ � ヴィルマール 牡３鹿 ５４ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Paulyn Invest-

ments Pty Ltd ４７４＋ ６ 〃 ハナ １３．５�
１２ ナイトスズラン 牡３黒鹿５６ 津村 明秀鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 森 笹川大晃牧場 ４５０± ０１：２５．５� ８１．２�
３６ アントルシャカトル 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 下村 繁正 ４８０± ０１：２５．９２� １０７．４�
７１５	 ス ク リ プ ト 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作山本 武司氏 高市 圭二 新冠 秋田牧場 ４１０＋ ４１：２６．４３ ３２０．９�
７１３ フライトマイル 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次�ミルファーム 武市 康男 新冠 ハシモトフアーム B４７０± ０ 〃 ハナ ２００．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，１６１，４００円 複勝： ３９，６４９，５００円 枠連： ３１，２２９，２００円

普通馬連： ８９，１８４，７００円 馬単： ５５，４２０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４２３，８００円

３連複： １００，８５２，４００円 ３連単： １５２，６１１，４００円 計： ５２３，５３３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２２０円 � ７８０円 � ５２０円 枠 連（５－８） １，４３０円

普通馬連 �� ９，３１０円 馬 単 �� １３，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８５０円 �� ２，３１０円 �� ５，１８０円

３ 連 複 ��� ６１，５７０円 ３ 連 単 ��� ２６５，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２５１６１４ 的中 � ４５２３０（２番人気）
複勝票数 計 ３９６４９５ 的中 � ５８１６１（３番人気）� １１８２２（９番人気）� １８５７９（８番人気）
枠連票数 計 ３１２２９２ 的中 （５－８） １６１６６（８番人気）
普通馬連票数 計 ８９１８４７ 的中 �� ７０７０（２８番人気）
馬単票数 計 ５５４２０８ 的中 �� ２９５２（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４２３８ 的中 �� ２５４８（３０番人気）�� ３１６２（２７番人気）�� １３８４（４８番人気）
３連複票数 計１００８５２４ 的中 ��� １２０９（１５３番人気）
３連単票数 計１５２６１１４ 的中 ��� ４２５（６７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．８―３５．７―４７．７―５９．７―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニーデザート �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Green Desert デビュー ２００９．３．７ 中山１０着

２００６．４．１１生 牡３黒鹿 母 ポ ル ベ ニ ル 母母 Majenica ６戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
〔制裁〕 サザンスターディ号の騎手伊藤工真は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１５０５６ ６月６日 曇 不良 （２１東京３）第５日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５９ チノハテマデモ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春北所 直人氏 佐藤 全弘 静内 見上牧場 ５１４＋１４１：３７．６ １３．０�

５１０� アッシュアッパー 牝５芦 ５５
５４ ☆丸田 恭介�ターフ・スポート牧 光二 浦河 成隆牧場 ４５４＋ ２１：３７．８１� ３６６．９�

４８ � シーガルサリー 牝５栗 ５５ 三浦 皇成齊藤四方司氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４５０＋ ２１：３７．９� ５．３�
４７ ハ エ ヌ キ 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ ２．５�
２３ ニシノキンレンポ 牝５青 ５５

５２ ▲伊藤 工真西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 B４７４－ ２１：３８．０� ３４．７�
６１１� スティングマリー 牝４栗 ５５ 松岡 正海青木 基秀氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ４７２－ ４１：３８．２１� ３４．８�
３５ � レディプリンセス 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥 	ロードホースクラブ 松山 将樹 三石 ケイアイファーム ４５２＋１０１：３８．３� ４９．６

２４ ウメノカイウン 牝５鹿 ５５ 幸 英明楳津 繁氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ５０８＋ ４１：３８．４クビ ３０．８�
６１２ セイウンハレルヤ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸西山 茂行氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－ ８１：３８．６１ ４３．５�
８１５ メイショウコレット 牝５栗 ５５ 武 豊松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４４０－ ８１：３８．８１� ７．６
１１ � グリッターカーラ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：３８．９� １８．９�
８１６ マイネベクルックス 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４４４± ０１：３９．０クビ １１．５�
７１３� サウスアミューズ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一南波 壽氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４６２－ ８１：３９．６３� １１２．１�
３６ カリスマブラック 牝４黒鹿５５ 石橋 脩水谷八重子氏 柴田 政人 門別 富川牧場 ４５２－ ２１：３９．９１� ３６５．７�
１２ シャイニーカフェ 牝４青鹿５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４２６－ ４１：４０．１１� １６０．５�
７１４ マルチメトリック 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 奥平 雅士 三石 鳥井牧場 ４６６－ ４１：４０．３１� ５．９�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７２５，４００円 複勝： ４８，４９０，７００円 枠連： ３５，１００，６００円

普通馬連： １０４，２９９，４００円 馬単： ６６，５８９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，７７０，０００円

３連複： １１３，８１３，２００円 ３連単： １８３，４００，１００円 計： ６１５，１８９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ３５０円 � ７，７８０円 � ２３０円 枠 連（５－５） ５２，７６０円

普通馬連 �� １０１，４２０円 馬 単 �� ２２４，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５，３２０円 �� １，０７０円 �� ２３，８１０円

３ 連 複 ��� ２４１，３７０円 ３ 連 単 ��� ２，７０６，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２８７２５４ 的中 � １７５１９（６番人気）
複勝票数 計 ４８４９０７ 的中 � ３７１６７（５番人気）� １３１６（１５番人気）� ６７２９４（２番人気）
枠連票数 計 ３５１００６ 的中 （５－５） ４９１（３４番人気）
普通馬連票数 計１０４２９９４ 的中 �� ７５９（８６番人気）
馬単票数 計 ６６５８９６ 的中 �� ２１９（１７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４７７００ 的中 �� ３３０（９２番人気）�� ８３６７（９番人気）�� ３５１（９０番人気）
３連複票数 計１１３８１３２ 的中 ��� ３４８（２８２番人気）
３連単票数 計１８３４００１ 的中 ��� ５０（１９５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．２―４８．８―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チノハテマデモ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００７．２．１７ 東京１２着

２００４．３．２５生 牝５鹿 母 スポーデズブルー 母母 Wedgewood Blue ２５戦２勝 賞金 ２５，４５０，０００円
［他本会外：６戦０勝］

※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。
（非抽選馬） ２頭 クリノラプソディー号・ヒカルダイヤモンド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１５０５７ ６月６日 曇 重 （２１東京３）第５日 第９競走 ��
��１，８００�

え しま

江 の 島 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．６．７以降２１．５．３１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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３６ ア ク シ オ ン 牡６鹿 ５７ 内田 博幸中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５３８－ ２１：４９．７ ４．３�

４７ ファビラスボーイ 牡４芦 ５６ 後藤 浩輝中村 昭博氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５２６－ ８１：５０．０２ ２．４�
７１４ アサヒバロン 牡５鹿 ５５ 北村 宏司寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５２６－ ６１：５０．１クビ ５３．０�
１１ テントゥワン 牡６黒鹿５１ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３８－ ４ 〃 クビ ４２．３�
２４ ブレイブファイト 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１６－１０１：５０．３１� ４．７�
２３ ヴ ン ダ ー 牡８黒鹿５３ 田中 勝春幅田 昌伸氏 庄野 靖志 門別トヨサトアライファーム ４９４± ０ 〃 ハナ ３６．８�
８１５� バーキングウルフ 牡４鹿 ５３ 戸崎 圭太山本 英俊氏 尾関 知人 愛 Duncan A.

McGregor ４９０－ ２ 〃 ハナ ４４．９	
（大井）

６１２ マチカネゲンジ 牡６黒鹿５６ D．ホワイト 細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２１：５０．５１ １０．０

（香港）

７１３ ノーフォークパイン 牡５鹿 ５５ 横山 典弘金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ４ 〃 アタマ ２１．２�
１２ ロードキャニオン �５鹿 ５４ 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４４０＋ ８１：５０．６	 １２．５�
５９ ハンターキリシマ 牡４鹿 ５５ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 鹿児島 ニルキング牧場 ４２４± ０１：５０．７
 ３９．２
５１０� トワイライトワルツ 牝７鹿 ５１ 田中 博康伊達 敏明氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４８８± ０１：５０．９１� ６１．７�
６１１ サ ラ バ ン ド 牝５黒鹿５０ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋１２１：５１．０
 ７４．４�
４８ � フレーミングライフ 牡６鹿 ５３ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 坂本 勝美 浦河 木戸口 昌治 B５１０＋ ８ 〃 クビ ６４．６�
３５ マジックアワー �６青鹿５４ 松岡 正海前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０＋ ２１：５１．７４ １４５．０�
８１６ ビービーファング �６鹿 ５２ 石橋 脩�坂東牧場 柴田 政人 平取 高橋 啓 ４７２＋ ２１：５１．８
 ２７１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，００４，７００円 複勝： ５２，５４２，９００円 枠連： ３３，４４７，８００円

普通馬連： １４４，６３５，３００円 馬単： ８８，７１３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，１９１，０００円

３連複： １５０，０３６，１００円 ３連単： ２８２，６２１，１００円 計： ８３０，１９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ６８０円 枠 連（３－４） ５６０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２，３３０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ６，２００円 ３ 連 単 ��� ２０，７７０円

票 数

単勝票数 計 ３６００４７ 的中 � ６６５０８（２番人気）
複勝票数 計 ５２５４２９ 的中 � ８３９５２（３番人気）� １３７０１９（１番人気）� １３４２８（１１番人気）
枠連票数 計 ３３４４７８ 的中 （３－４） ４４５１５（１番人気）
普通馬連票数 計１４４６３５３ 的中 �� １７６３６２（１番人気）
馬単票数 計 ８８７１３４ 的中 �� ４７４３９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２１９１０ 的中 �� ４０５５１（１番人気）�� ４０６７（２５番人気）�� ５６４０（２１番人気）
３連複票数 計１５００３６１ 的中 ��� １７８８０（１６番人気）
３連単票数 計２８２６２１１ 的中 ��� １００４３（４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．３―４８．８―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．５―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１

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

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

ア ク シ オ ン �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００６．３．１２ 中山１着

２００３．３．２９生 牡６鹿 母 グレイテストヒッツ 母母 Simple Taste １２戦４勝 賞金 ７５，８１６，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１５０５８ ６月６日 曇 重 （２１東京３）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�

しょうなん

湘南ステークス
発走１５時１０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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１５� レッドシューター 牡４鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Epona Blood-
stock Ltd ５２６－ ６１：３６．３ １．７�

８１４ ムラマサノヨートー 牡５栗 ５７ 田中 勝春新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ４８８＋ ２１：３６．４� １０．５�
４７ タマモナイスプレイ 牡４黒鹿５７ 武 豊タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７４－ ４１：３６．５� ８．８�
７１２ ス ピ リ タ ス 	４栗 ５７ 松岡 正海 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ４ 〃 ハナ ８．５�
６１０ ゴールデンダリア 牡５栗 ５７ 内田 博幸田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４７４＋ ６１：３６．７１ １０．８�
５８ ショウナンアクロス 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ２ 〃 クビ ３３．６	
４６ オリオンザドンペリ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ５４．４

１１ コアレスコジーン 	６鹿 ５７ 岩田 康誠小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４７６－ ４１：３６．８クビ ４６．９�
３５ フェイムロバリー 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４９４－ ２ 〃 クビ １８．２�

（大井）

５９ メガトレンド 牡７黒鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５０２－１０１：３７．０１� １３．９
７１３ ヤマニンイグナイト 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹土井 肇氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４２６－ ６１：３７．２１� ４６．８�
３４ � ウィズディクタット 牡５青鹿５７ 吉田 隼人加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４９８＋ ２１：３７．３クビ １６２．１�
２３ サニーアンジェリカ 牝５栗 ５５ 蛯名 正義宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８６± ０１：３７．６１
 １００．０�
６１１ アグネスマクシマム 牡５栗 ５７ 木幡 初広渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：３７．８
 １９０．４�
２２ ゴールドキリシマ 牡５栗 ５７ 幸 英明西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４６４－１４１：３８．３３ ８２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５２，３０３，８００円 複勝： ８３，０２３，２００円 枠連： ４５，７９９，１００円

普通馬連： ２１２，１６６，６００円 馬単： １３０，２９８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，３８８，５００円

３連複： ２１３，４６０，８００円 ３連単： ４３１，３８６，２００円 計： １，２２８，８２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � ２１０円 枠 連（８－８） ７９０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ３５０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ２，０４０円 ３ 連 単 ��� ６，４７０円

票 数

単勝票数 計 ５２３０３８ 的中 � ２４５２３２（１番人気）
複勝票数 計 ８３０２３２ 的中 � ３３５９７４（１番人気）� ６８４１２（５番人気）� ７７４１５（３番人気）
枠連票数 計 ４５７９９１ 的中 （８－８） ４３２２０（４番人気）
普通馬連票数 計２１２１６６６ 的中 �� ２０１９８８（３番人気）
馬単票数 計１３０２９８６ 的中 �� ９０１２６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０３８８５ 的中 �� ４８０３７（２番人気）�� ４４６８４（３番人気）�� １２８６２（１１番人気）
３連複票数 計２１３４６０８ 的中 ��� ７７２９７（４番人気）
３連単票数 計４３１３８６２ 的中 ��� ４９２６１（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．８―４８．３―１：００．７―１：１２．５―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
３ ２，１２（７，１０，１１）（３，８，１４）（６，１５）４，５（１，９）１３ ４ ２，１２（７，１０，１１）（３，８，１４）（６，１５）４（１，５，９）１３

勝馬の
紹 介

�レッドシューター �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．２．２ 東京１着

２００５．３．３１生 牡４鹿 母 Aspiration 母母 La Meilleure ６戦４勝 賞金 ５７，０５５，０００円
※サニーアンジェリカ号は，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。



１５０５９ ６月６日 曇 不良 （２１東京３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第１４回ユニコーンステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ
競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１２ シルクメビウス 牡３鹿 ５６ 田中 博康有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４７２－ ６１：３５．５ ３．２�

５９ グロリアスノア 牡３黒鹿５６ 小林慎一郎�野 葉子氏 矢作 芳人 浦河 鮫川牧場 ５０６＋ ２１：３５．８２ ４．６�
１１ カネトシコウショウ 牡３青鹿５６ 内田 博幸兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４６６＋ ８１：３５．９� ５．３�
３５ フォルミダービレ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�前川企画 尾形 充弘 平取 雅 牧場 ４９０± ０１：３６．０クビ １９．５�
７１３ オウケンマジック 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５８＋ ２１：３６．４２� １２．２�
２４ メトロノース 牡３芦 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６ 〃 アタマ ３２．２�
４７ アズマタイショウ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４８８＋ ４１：３６．５クビ ２３．８	
６１１ エ ジ ソ ン 牡３栗 ５６ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５０６± ０１：３６．８１�＋クビ ６２．２

３６ ドクターラオウ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５１６＋ ２１：３７．１１� ３３．７�
２３ デイトユアドリーム 牝３鹿 ５４ 松岡 正海ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５４＋２４１：３７．２� ４２．６
７１４	 ワイズドリーム 牝３栗 ５４ 武士沢友治吉田 好雄氏 吉田 直弘 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４６８－ ８１：３７．４１
 １３７．７�
５１０ ミッキーペトラ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ４９２＋ ２１：３７．６１
 ７．７�
８１５ ドリームハッチ 牡３黒鹿５６ 鷹野 宏史田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８２＋ ２１：３７．８１
 ３５．７�
４８ スマートダズル 牝３鹿 ５４ 江田 照男�グランド牧場 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４５０－ ２１：３７．９� ２１８．４�
１２ シンゼンオオジ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 戸川牧場 ５０２－ ８ （降着） ３３．５�
８１６ ゲットフルマークス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 梅田牧場 ４７６－ ４１：４０．２大差 １５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９２，２４２，７００円 複勝： １３１，４３９，６００円 枠連： １０５，６３７，３００円

普通馬連： ５１８，２７４，８００円 馬単： ２６８，１８４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １３２，１４４，２００円

３連複： ５８７，２３９，１００円 ３連単： １，０５６，３２２，４００円 計： ２，８９１，４８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（５－６） ５７０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３４０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，５４０円 ３ 連 単 ��� ６，０７０円

票 数

単勝票数 計 ９２２４２７ 的中 � ２３０１２０（１番人気）
複勝票数 計１３１４３９６ 的中 � ３３７３０８（１番人気）� １８０１８６（２番人気）� １７７４３６（３番人気）
枠連票数 計１０５６３７３ 的中 （５－６） １３７２２３（１番人気）
普通馬連票数 計５１８２７４８ 的中 �� ４４５９９４（２番人気）
馬単票数 計２６８１８４１ 的中 �� １２２７３８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３２１４４２ 的中 �� ９２７７４（２番人気）�� １０２５３１（１番人気）�� ４９８５３（４番人気）
３連複票数 計５８７２３９１ 的中 ��� ２８２３７０（１番人気）
３連単票数 計１０５６３２２４ 的中 ��� １２８５８７（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２２．９―３４．３―４６．５―５９．３―１：１１．５―１：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．２
３ １６，２（１４，６）（１，９）（３，７）（１０，１３，１５）（４，５，１２）１１，８ ４ １６（２，６）（１４，１，９）（３，７，１２，１１）（１３，１５）（１０，５，８）４

勝馬の
紹 介

シルクメビウス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２００８．８．３ 函館４着

２００６．４．１６生 牡３鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ ９戦４勝 賞金 ７９，３５８，０００円
〔降着〕 シンゼンオオジ号は，８位〔タイム１分３６秒７，着差１�馬身〕に入線したが，発走後に急に外側に斜行して「メトロノース」号，

「フォルミダービレ」号，「アズマタイショウ」号および「スマートダズル」号の走行を妨害したため１５着に降着。（その他１１番への
進路影響）

〔制裁〕 シンゼンオオジ号の騎手飯田祐史は，発走後に急に外側に斜行したことについて平成２１年６月１３日から平成２１年６月２１日
まで騎乗停止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 アドバンスウェイ号・アドマイヤシャトル号・アークビスティー号・サルバドールアスカ号・シルクダンディー号・

スタッドジェルラン号・ストロングガルーダ号・チュニジアンブルー号・ティアップワイルド号・
トーセンルーチェ号・ハイローラー号・フリソ号・ワールドワイド号



１５０６０ ６月６日 曇 不良 （２１東京３）第５日 第１２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１６ エ ノ ク 牡５栗 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ２１：１７．４ ４．２�

４７ セイコースペシャル 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４８６± ０１：１７．５� ８．２�
５９ � カフェレジェンド 牡４青鹿５７ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５１４－ ４ 〃 クビ ３８．９�
３５ ホワイトヴェール 牝５芦 ５５ 勝浦 正樹下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４６０＋ ４ 〃 アタマ ３２．６�
６１２ シャンパンマリー 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４６６± ０１：１７．６クビ ２．５�
７１４ ソロソログランプリ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成�グランプリ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：１７．７� １３．５	
１１ エヴァシャイン 牡５栗 ５７ 蛯名 正義田所 英子氏 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４８０± ０１：１７．８	 １４．５

８１５ ブルーアイガー 牡６黒鹿５７ 幸 英明 �ブルーマネジメント武田 博 門別 小屋畑 和久 ４６０＋ ４１：１７．９クビ １０３．０�
７１３ プレンティラヴ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４９８＋ ６１：１８．０� １８．５�
３６ オメガロンド 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠原 
子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４３８－１０１：１８．４２� ３０．５
１２ ヤマニンプロローグ 牝５栗 ５５ 村田 一誠土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B５０４－ ６１：１８．５	 ６４．０�
４８ フロイデタンツェン 牝６鹿 ５５ 後藤 浩輝生駒 英子氏 小西 一男 三石 タガミファーム ５１６＋ ２ 〃 ハナ ６５．３�
２３ ヴィヴァーチェ 牝５鹿 ５５ 的場 勇人 �荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４４２－ ６ 〃 ハナ １８０．９�
６１１ アイファーラブラブ 牝７鹿 ５５ 四位 洋文中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４５６－ ２１：１８．７１� ９１．５�
２４ ディスパーロ 牡６鹿 ５７ D．ホワイト �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B５００－ ４１：１９．５５ ７．０�

（香港）

５１０� ゴールドクリッパー 牡５栗 ５７
５６ ☆丸田 恭介山田 弘氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド ５０２＋１０１：１９．８２ １７３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，０１５，３００円 複勝： ７４，８８３，９００円 枠連： ４９，０１３，８００円

普通馬連： ２０５，７４３，４００円 馬単： １１６，０４１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，６１３，０００円

３連複： ２３０，２４８，０００円 ３連単： ４３７，１３４，２００円 計： １，２１９，６９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � ９１０円 枠 連（４－８） １，２５０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３，４１０円 �� ４，４００円

３ 連 複 ��� １８，２８０円 ３ 連 単 ��� ８０，０８０円

票 数

単勝票数 計 ４５０１５３ 的中 � ８６４５４（２番人気）
複勝票数 計 ７４８８３９ 的中 � １６４４３９（２番人気）� ８６４３６（３番人気）� １５８０５（１０番人気）
枠連票数 計 ４９０１３８ 的中 （４－８） ２８９４４（５番人気）
普通馬連票数 計２０５７４３４ 的中 �� １０４４９５（４番人気）
馬単票数 計１１６０４１３ 的中 �� ３５０９３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１６１３０ 的中 �� ３３２０３（３番人気）�� ４２４８（３１番人気）�� ３２７６（４０番人気）
３連複票数 計２３０２４８０ 的中 ��� ９３００（５２番人気）
３連単票数 計４３７１３４２ 的中 ��� ４０２９（２２２番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．０―１２．４―１２．５―１１．６―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２８．８―４１．２―５３．７―１：０５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ノ ク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００７．２．１１ 京都３着

２００４．４．１６生 牡５栗 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール １２戦４勝 賞金 ５０，９３６，０００円
〔制裁〕 ゴールドクリッパー号の騎手丸田恭介は，４コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１番への進路

影響）
※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 リュウメイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２１東京３）第５日 ６月６日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重
不良

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

２４７，９３０，０００円
２，１３０，０００円
２４，６９０，０００円
１，９００，０００円
２５，３８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６９，９６０，５００円
５，９７３，８００円
１，９３０，５００円

勝馬投票券売得金
４１２，０５３，５００円
７０７，７５９，６００円
４４１，６５２，４００円
１，６９０，１５５，８００円
１，０５７，７９６，２００円
５１９，７６８，８００円
１，９０６，３９２，２００円
３，３９０，１８９，０００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １０，１２５，７６７，５００円

総入場人員 ３０，２９６名 （有料入場人員 ２９，３５５名）




