
１５０６１ ６月７日 晴 重 （２１東京３）第６日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

２３ ダンサーズブロンド 牝３栗 ５４
５２ △宮崎 北斗 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ３９８± ０１：２４．７ ２．５�

７１４ フレンチドール 牝３栗 ５４
５１ ▲伊藤 工真草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３０± ０１：２５．３３� ５．０�
４８ キューティガビー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小林 常泰 新ひだか 塚尾牧場 ４６０－ ８１：２５．６２ ５．１�
１１ コスモスプリッツァ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４３６－ ２１：２６．７７ ２７．５�
３５ オフザリップ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 林 孝輝 ４７２± ０１：２６．８� １３５．１�
２４ ケンタッキーブルー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 武市 康男 浦河 ミルファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ ７．２	
８１６ プラチナグリッター 牝３栗 ５４ 大野 拓弥�下河辺牧場 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 ４８２ ―１：２６．９� １２．３

７１３ コ チ ャ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 ヒサイファーム B４４０＋ ２ 〃 クビ １６．５�
５９ コスモカサブランカ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 静内 千代田牧場 ４６４＋ ４１：２７．５３� １４．０�
４７ ボスオブザリンド 牝３鹿 ５４ 黛 弘人飯田総一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４４２＋ ８１：２７．６� ４６．７
６１１ コスモスイレン 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 大平牧場 ４４４ ―１：２７．９１� １８４．５�

（大井）

１２ トーセンマリレット 牝３鹿 ５４ 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７２ ―１：２８．５３� ９５．７�

３６ ステファナイト 牝３鹿 ５４ 和田 竜二加藤 厚子氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４９２ ―１：２８．７１� ９１．９�
８１５ ダイワナデシコ 牝３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 ４５２ ―１：２９．０１� １７１．６�
６１２ バ イ モ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作中村 政勝氏 池上 昌弘 静内 畠山牧場 ４６８ ―１：２９．５３ １５４．１�
５１０ ヒロノペニー 牝３鹿 ５４ 梶 晃啓山内 広氏 佐藤 吉勝 新冠 中地 義次 ３９６ ―１：３４．６大差 １８７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３１２，７００円 複勝： ３２，９２５，７００円 枠連： ２２，３６１，９００円

普通馬連： ７０，６７７，４００円 馬単： ４９，５９８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５３５，８００円

３連複： ８３，７５５，８００円 ３連単： １１７，５２０，４００円 計： ４２０，６８８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（２－７） ３５０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３１０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 ��� ４，２３０円

票 数

単勝票数 計 １９３１２７ 的中 � ６１５４８（１番人気）
複勝票数 計 ３２９２５７ 的中 � １１９８６６（１番人気）� ４２０９２（３番人気）� ４５７１９（２番人気）
枠連票数 計 ２２３６１９ 的中 （２－７） ４８０７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７０６７７４ 的中 �� ７８２３７（１番人気）
馬単票数 計 ４９５９８３ 的中 �� ３２３９３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５３５８ 的中 �� ２０５０８（２番人気）�� ２０３２３（３番人気）�� １０８６１（５番人気）
３連複票数 計 ８３７５５８ 的中 ��� ４９２７７（１番人気）
３連単票数 計１１７５２０４ 的中 ��� ２０５０９（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３４．９―４７．２―５９．９―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンサーズブロンド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．７．５ 福島８着

２００６．３．５生 牝３栗 母 ティエッチダンサー 母母 Brought to Mind １０戦１勝 賞金 １０，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロノペニー号は，平成２１年７月７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 サクラアストリア号・ビクトリアスバイオ号
※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。



１５０６２ ６月７日 晴 重 （２１東京３）第６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）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１２ シーダーラック 牡３栗 ５６ 的場 勇人南 �幸氏 高木 登 浦河 山春牧場 ４８０± ０１：３８．０ ２３．２�

１２ キストゥクラウン 牝３芦 ５４ 黛 弘人吉田 和子氏 戸田 博文 門別 日高大洋牧場 ４５４＋ ８１：３８．３１� ９．５�
２３ ディアメガスター 牡３青鹿 ５６

５５ ☆丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 静内 タイヘイ牧場 ５２０－ ４１：３８．４� ４４．９�
４８ リープアヘッド 牡３青鹿５６ 田中 博康吉田 和子氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－ ２１：３８．７２ １．２�
８１６ コリオレイナス 牡３黒鹿５６ 小島 太一岡田 牧雄氏 萩原 清 新ひだか 岡田スタツド ４６４± ０１：３９．６５ １０．３�
１１ ケ ン マ 牡３栗 ５６ 千葉 直人中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ５０２± ０１：４０．０２� １４８．４�
２４ ラークフライト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 	キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４± ０ 〃 クビ １７．０


５９ クレバーチーコ 牝３栗 ５４ 加藤士津八田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 岡崎牧場 ４５８＋ ６１：４０．２１� １５６．５�
７１３ ヴ ァ イ タ ペ 牝３鹿 ５４ 水出 大介加野 温氏 高橋 義博 静内 カタオカフアーム ４５４－ ４１：４０．３� ３４４．２
４７ プリンセスビジュー 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ４３６ ―１：４０．７２� ３２１．８�
５１０ コスモハイスペック 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋１０ 〃 クビ １１８．５�
７１４ インテグリティー 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作�山王飯店 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 B４６６＋ ２１：４１．０１� １３３．８�
８１５ スーパーグランデラ 牝３鹿 ５４ 高野 和馬村山 義一氏 谷原 義明 青森 石田 英機 ４８６＋ ６１：４１．２１� ４１３．６�
６１１ トウショウジオン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７６ ―１：４１．７３ １４４．９�
３５ コウギョウサクラ 牡３青 ５６ 鈴木 慶太菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４３６＋ ８１：４２．０１� ５１．３�
３６ グラスレイダー 牡３黒鹿５６ 佐藤 聖也半沢	 小桧山 悟 早来 ノーザンファーム ４７４＋ １１：４２．１� ２１７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２９４，７００円 複勝： ６７，８８５，１００円 枠連： ２０，２６７，７００円

普通馬連： ６１，７８１，３００円 馬単： ６７，３４９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４２７，０００円

３連複： ７７，６９８，９００円 ３連単： １６１，２１５，６００円 計： ５０７，９２０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３２０円 複 勝 � ６９０円 � ３８０円 � １，５４０円 枠 連（１－６） ７，４２０円

普通馬連 �� ６，０５０円 馬 単 �� １９，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ４，５５０円 �� ２，２５０円

３ 連 複 ��� ４９，２７０円 ３ 連 単 ��� ４２７，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２６２９４７ 的中 � ８９４２（５番人気）
複勝票数 計 ６７８８５１ 的中 � ２５８０６（４番人気）� ５１８０５（２番人気）� １０６８１（７番人気）
枠連票数 計 ２０２６７７ 的中 （１－６） ２０１７（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６１７８１３ 的中 �� ７５４３（１５番人気）
馬単票数 計 ６７３４９９ 的中 �� ２５０３（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４２７０ 的中 �� ６９７６（９番人気）�� １３３９（２９番人気）�� ２７５８（２１番人気）
３連複票数 計 ７７６９８９ 的中 ��� １１６４（７９番人気）
３連単票数 計１６１２１５６ 的中 ��� ２７８（４４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．６―１：０１．２―１：１３．４―１：２５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーダーラック �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．１２．２０ 中山６着

２００６．４．１２生 牡３栗 母 カネショウマリア 母母 カネシヨウダナー ７戦１勝 賞金 ６，５００，０００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。
（非当選馬） ３頭 アイビスランド号・ノボシャーク号・ヨイチセレブ号



１５０６３ ６月７日 晴 稍重 （２１東京３）第６日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （芝・左）

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

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

８１８ テクニカルラン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３４＋２６１：２３．３ ２３．２�

５９ マ ヤ ノ マ ヤ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ５．６�
７１５ コスモドロス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４４６± ０１：２３．７２� ３６．３�
６１１ ブルースバローズ 牡３栗 ５６ 武 豊猪熊 広次氏 中竹 和也 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６－ ４ 〃 アタマ １２．７�
７１４ ヒカルルーキー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ ２．９�
５１０ チャームドサークル 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 新冠 追分ファーム ４３８－ ２１：２３．８クビ １６．５�
３５ トーセンウィザード 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥島川 	哉氏 鈴木 勝美 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３８－２０１：２４．０１ ３１９．３

４８ ハ ー ト マ ン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成副島 義久氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４２６－ ４１：２４．１� ３３．２�
８１７ ナビエストークス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６６＋１０ 〃 クビ １５．３�
８１６ アフィリエイト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム ５２２－ ４ 〃 アタマ ２６．２
３６ ジャージデスマイル 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４３０± ０１：２４．５２� ４３．２�
１２ シングシング 牡３青鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介泉 俊二氏 伊藤 伸一 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：２４．６クビ ７７．７�
２３ キングヴァント 牡３栗 ５６ 横山 典弘�桜井牧場 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ３．３�
７１３ メイブルーム 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹下河辺隆行氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４５２＋ ４ 〃 ハナ ７１．９�
１１ サクラサクラサクラ 牝３栗 ５４

５２ △宮崎 北斗野島 春男氏 田島 俊明 日高 野島牧場 ４５４＋１２ 〃 クビ ２４５．７�
２４ フクノライジン 牡３鹿 ５６ 田中 博康小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 B４８６＋ ８１：２４．８１� ６２．６�
６１２ ストームブルーム 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信中山 速水氏 浅野洋一郎 清水 中村 司 ４８８± ０１：２５．０１� ４３１．８�
４７ ファインプレイ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 ４６０＋１０１：２５．１� ５７．２�

（大井）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，８９９，７００円 複勝： ４２，２２８，５００円 枠連： ３０，４５８，５００円

普通馬連： ９０，２８４，７００円 馬単： ５９，１４７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５６７，６００円

３連複： １０５，１３１，１００円 ３連単： １４０，９９４，７００円 計： ５２７，７１２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３２０円 複 勝 � ７７０円 � ２４０円 � ６８０円 枠 連（５－８） １，７５０円

普通馬連 �� ７，９２０円 馬 単 �� １９，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８９０円 �� ７，０８０円 �� ２，１９０円

３ 連 複 ��� ５４，３００円 ３ 連 単 ��� ４０６，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２６８９９７ 的中 � ９１６９（７番人気）
複勝票数 計 ４２２２８５ 的中 � １３０４３（１０番人気）� ５５５００（３番人気）� １５１４５（７番人気）
枠連票数 計 ３０４５８５ 的中 （５－８） １２８９０（８番人気）
普通馬連票数 計 ９０２８４７ 的中 �� ８４１８（２４番人気）
馬単票数 計 ５９１４７６ 的中 �� ２２６２（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５６７６ 的中 �� ２７８８（３２番人気）�� １１１７（６０番人気）�� ３７０８（２３番人気）
３連複票数 計１０５１３１１ 的中 ��� １４２９（１４０番人気）
３連単票数 計１４０９９４７ 的中 ��� ２５６（９１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．８―３６．１―４８．４―１：００．０―１：１１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３４．９
３ ９（１１，１６）（１，４）（６，１３，１４，１７）３（５，８，１２，１５）２（７，１０）１８ ４ ９（１１，１７）（１，４，１６）（６，１３，１４）（３，５，１５）１２（２，８，１０）（１８，７）

勝馬の
紹 介

テクニカルラン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００８．１１．２９ 東京５着

２００６．２．２４生 牝３鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００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。
（非抽選馬） ６頭 アドマイヤホーム号・クールザヒート号・コスモプーカ号・ディアトウシロウ号・フールハーディー号・

ヨイチラブソング号
※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。



１５０６４ ６月７日 晴 稍重 （２１東京３）第６日 第４競走 ��２，５００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

２：２９．８
２：２９．５

良

良

６１１ キングスチャペル 牡３鹿 ５６ 四位 洋文渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７０－ ４２：３６．６ ３．２�

７１４ タイキカレラ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�大樹ファーム 田中 清隆 浦河 鎌田 正嗣 ４９０－ ２２：３６．７� ３．９�
５９ カネトシユーシャ 牡３栗 ５６ 村田 一誠兼松 利男氏 中川 公成 平取 船越 伸也 ４４４－ ２ 〃 クビ １９．７�
２３ ラインクラッシャー 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか パラダイス・ファーム B４４６± ０２：３６．８� ３９．６�
７１３ ベ イ ル リ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４４６± ０２：３７．０１ ４．９�
８１６ シャドウノート 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太飯塚 知一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４２：３７．１� １４．８�

（大井）

６１２ ハ ク サ ン 牡３黒鹿５６ B．プレブル 篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 B４２６＋ ４２：３７．２� ９１．６	
（香港）

１１ ブルーデザフィーオ 牡３青 ５６ 後藤 浩輝 
ブルーマネジメント勢司 和浩 新冠 川上牧場 ４９０＋ ４２：３７．３� ７．３�
３６ トーセンエシェゾー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人島川 �哉氏 後藤 由之 日高 シンボリ牧場 ４５６± ０ 〃 クビ １８．８
５１０ タッチオブマスター 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０－ ８２：３７．５１ １５．４�
１２ メジロボニー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�メジロ牧場 尾関 知人 洞爺湖 メジロ牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ７７．３�
４８ シーアンムーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４３０＋ ４ 〃 アタマ ７０．８�
８１７ グラスチャレンジ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一半沢� 鈴木 勝美 新ひだか タツヤファーム ４８４± ０２：３９．４大差 ４５９．０�
８１８ コスモハーモニー 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 浦河 一珍棒牧場 ４６０＋ ４ 〃 アタマ ２９１．５�
７１５ ゴールドチョウサン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４３０± ０ 〃 アタマ ３７．６�
４７ サ ラ サ ラ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 大島牧場 ５１０± ０２：４０．５７ ２１７．３�
３５ タイムサイクル 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太吉橋 計氏 郷原 洋行 様似 猿倉牧場 ３９６＋ ６２：４０．７１ ２５８．４�
２４ ハクシンアマゾーヌ 牝３鹿 ５４ 田中 博康新井原 博氏 高橋 祥泰 新冠 川上 悦夫 ４８２± ０２：４１．４４ ２４６．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，７０５，２００円 複勝： ３４，４１７，５００円 枠連： ２８，９６２，４００円

普通馬連： ８２，０４５，９００円 馬単： ５２，７８３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０１７，８００円

３連複： ９５，８５８，６００円 ３連単： １３２，２７３，８００円 計： ４７８，０６４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ３６０円 枠 連（６－７） ３３０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ９２０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ３，７５０円 ３ 連 単 ��� １３，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２３７０５２ 的中 � ６００５４（１番人気）
複勝票数 計 ３４４１７５ 的中 � ８５９００（１番人気）� ５１６１３（２番人気）� １８４７９（７番人気）
枠連票数 計 ２８９６２４ 的中 （６－７） ６５０５６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２０４５９ 的中 �� ８７１８５（１番人気）
馬単票数 計 ５２７８３０ 的中 �� ３１４３７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０１７８ 的中 �� ２１５５０（２番人気）�� ７２１９（１０番人気）�� ５１８５（１４番人気）
３連複票数 計 ９５８５８６ 的中 ��� １８８８４（８番人気）
３連単票数 計１３２２７３８ 的中 ��� ７１５６（２３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．５―３０．５―４３．２―５６．３―１：０９．０―１：２１．９―１：３５．０―１：４８．１―２：００．５―２：１２．２―２：２４．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングスチャペル �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．２．８ 東京６着

２００６．２．２７生 牡３鹿 母 ファミリーバイブル 母母 Angelic Song ５戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
※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 エンクー号
※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。



１５０６５ ６月７日 晴 稍重 （２１東京３）第６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 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４８ クレヨンロケット 牡３栗 ５６ 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 ４９０－ ４１：３７．２ ４．１�

２３ エルサフィール 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８０＋１０１：３７．４１� １１６．１�

３６ ユノゾフィー 牡３栗 ５６ 横山 典弘細川祐季子氏 伊藤 正徳 平取 稲原牧場 ４７８＋１０ 〃 クビ ２．１�
１２ � シツジツゴウケン 牡３芦 ５６

５４ △宮崎 北斗�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０＋ ２１：３７．７１� １２１．７�
２４ スターリバイバル 牡３栗 ５６ 江田 照男�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ４９８－ ４ 〃 ハナ ５０．４�
１１ アグネスクイック 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５０８－ ４１：３７．８	 ２２．６�
４７ ノボレインボー 牝３芦 ５４ 田辺 裕信	LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ １７４．９

３５ アンシャンレジーム 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５２８± ０１：３８．１２ ５．０�
８１５ クリノビリオネア 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４８２＋ ２１：３８．３１� ８３．８�
６１１
 カネゼンホープ 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太金子源一郎氏 出川 龍一 新冠 安達 洋生 ４７８± ０１：３８．６１� ７７．４

（船橋） （大井）

５１０� トップランナー 牡３鹿 ５６
５３ ▲小野寺祐太水上ふじ子氏 鈴木 伸尋 浦河 笠松牧場 ４９８± ０１：３８．８� ２４．７�

６１２ レッドシャドウ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 	東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６１：３９．１１� ９．１�
５９ � プレジャーラン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Sequel２００３＆

Lynda Richter ４９８＋ ２１：３９．４２ ９３．４�
７１３ ル ナ ロ ッ ソ 牝３栗 ５４ 木幡 初広木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ４９４－１４１：４０．５７ ２２７．７�
８１６ メジロポッター 牡３鹿 ５６ 高橋 智大�メジロ牧場 奥平 雅士 門別 戸川牧場 ５０８＋ ２１：４０．７１	 １７２．３�
７１４ ダイワハーキュリー 牡３栗 ５６ 松岡 正海大城 敬三氏 松山 康久 安平 吉田牧場 ４９２＋１０１：４１．６５ ２４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，９１７，７００円 複勝： ４５，２８３，４００円 枠連： ３０，４４４，４００円

普通馬連： １０２，７５８，８００円 馬単： ７０，３６１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，１１３，８００円

３連複： １１７，９７８，７００円 ３連単： １８７，２６８，３００円 計： ６２５，１２６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １，１６０円 � １３０円 枠 連（２－４） ６，８７０円

普通馬連 �� ２３，０２０円 馬 単 �� ３８，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１７０円 �� ２５０円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� １２，２１０円 ３ 連 単 ��� １３２，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３３９１７７ 的中 � ６６２７０（２番人気）
複勝票数 計 ４５２８３４ 的中 � ７６０１９（２番人気）� ６０００（１２番人気）� １３８４０８（１番人気）
枠連票数 計 ３０４４４４ 的中 （２－４） ３２７３（１６番人気）
普通馬連票数 計１０２７５８８ 的中 �� ３２９５（４３番人気）
馬単票数 計 ７０３６１１ 的中 �� １３５０（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７１１３８ 的中 �� ２５３７（２９番人気）�� ４５９７２（１番人気）�� ３８１９（２２番人気）
３連複票数 計１１７９７８７ 的中 ��� ７１３５（３７番人気）
３連単票数 計１８７２６８３ 的中 ��� １０４２（３０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．１―４７．２―５９．４―１：１１．７―１：２４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．８
３ ４（７，１２）（１３，１６）（２，１１）５，１（３，８，１４）６（９，１５）１０ ４ ４，７，１２（１３，１６）２（１１，５）（３，１）８（９，６）１４（１０，１５）

勝馬の
紹 介

クレヨンロケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００９．３．１ 中山１着

２００６．３．２０生 牡３栗 母 マージナルグラマー 母母 Sakura Fabulous ４戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 アポロストーム号・ウインペンタゴン号・ウルトラシー号・ケイアイダイコク号・サトノトップガン号・

サンライズスカイ号・シャルルマーニュ号・タマニューホープ号・ノアプレミアム号・フェイマステイル号・
ユニヴァースガイ号・ラレーヌデュバル号・レオパレード号・ワールドブルー号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１５０６６ ６月７日 晴 良 （２１東京３）第６日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２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

１１ スズカスパーク 牡４芦 ５７ 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 平取 スガタ牧場 ４７８－ ６１：４７．８ ４．０�

３３ エナージバイオ 牡４栗 ５７ 武 豊バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ２．４�
５７ サプライズユー 牝５栗 ５５

５４ ☆丸田 恭介 �社台レースホース浅野洋一郎 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ４２．０�

４５ ビルトミーアップ 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４５８＋ ６１：４７．９� ４８．８�
（大井）

３４ ダノンマスターズ �４鹿 ５７ 北村 宏司�ダノックス 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４１：４８．０クビ １７．３�
４６ マイネエアウエイ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩 �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 ４４６＋１０ 〃 ハナ ５３．２	
８１４ マイネルローゼン 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５２２± ０１：４８．２１ ４．２

７１２ ニシノシュテルン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４８６± ０１：４８．４１� ３６．５�
６９ � タ カ ラ ボ ス 牡５栗 ５７ 木幡 初広栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４２４± ０１：４８．６１� １１１．３�
８１３ セイカカリンバ �４黒鹿５７ 岩田 康誠久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４６０＋ ８１：４８．７� １４．３
５８ テラモミリオネ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀�寺田工務店 柴崎 勇 新冠 森 牧場 ４７６＋ ８１：４９．３３	 ２２１．７�
７１１� リバーパッション 牡５栗 ５７ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 山本 通則 ４４０＋ ８１：５０．９１０ ４３９．１�
２２ ポコアポコフォルテ 牝４栗 ５５

５２ ▲伊藤 工真�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４２０－ ４１：５１．８５ ６８．７�
６１０ ステイウィズユー 牝４青鹿５５ 四位 洋文吉田 和子氏 堀 宣行 浦河 桑田 正己 ４２８＋ ２１：５５．９大差 １０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，４７４，５００円 複勝： ３７，４９９，８００円 枠連： ２８，１２２，７００円

普通馬連： ９１，７３５，０００円 馬単： ６５，５９８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，６３４，１００円

３連複： １００，６３３，９００円 ３連単： １７０，１３２，１００円 計： ５５４，８３０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ５１０円 枠 連（１－３） ４９０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，９３０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ５，４７０円 ３ 連 単 ��� ２５，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２９４７４５ 的中 � ５８６３８（２番人気）
複勝票数 計 ３７４９９８ 的中 � ５５５６４（３番人気）� １１５２４２（１番人気）� １２４９７（８番人気）
枠連票数 計 ２８１２２７ 的中 （１－３） ４３０７３（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１７３５０ 的中 �� １２７９１３（２番人気）
馬単票数 計 ６５５９８６ 的中 �� ３５４７９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１６３４１ 的中 �� ４３８０８（２番人気）�� ３４９９（２３番人気）�� ６０７６（１４番人気）
３連複票数 計１００６３３９ 的中 ��� １３５７８（１８番人気）
３連単票数 計１７０１３２１ 的中 ��� ４９２８（７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．３―４７．４―５９．６―１：１２．０―１：２３．７―１：３５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカスパーク �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Thirty Eight Paces デビュー ２００８．５．１１ 京都１２着

２００５．３．３１生 牡４芦 母 サーティエイトゴーゴー 母母 Dronette ５戦２勝 賞金 １５，４００，０００円
〔その他〕 ステイウィズユー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ステイウィズユー号は，平成２１年７月７日まで出走できない。
※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。



１５０６７ ６月７日 晴 稍重 （２１東京３）第６日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

３５ �� スコルピオンキッス 牝５栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 米 Shadai Farm ４６０＋ ６１：２４．０ ９．４�

１２ クラッチヒット 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４８４＋ ４１：２４．１	 ５．７�
６１１� ジャンバティスト 牡４黒鹿５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ４ 〃 ハナ ４４．６�
７１４ アイオロスシチー 牡４鹿 ５７

５５ △宮崎 北斗 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 上山牧場 B５２２± ０１：２４．２クビ ３６．２�
３６ スマートキャスター 牡４青 ５７

５４ ▲伊藤 工真大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４８６－ ２１：２４．７３ ３３．１�
１１ � シャイニーモス 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４８０＋ ６ 〃 クビ １４２．８	
４８ ホウライブライアン 牡４黒鹿５７ 武 豊橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４６０－ ６ 〃 ハナ １４．５

２３ ダイワウイザード 牡５黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 浦河 向別牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ １０３．４�
６１２ ダイレクトパス 牡５青鹿５７ 岩田 康誠渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４４４－ ６ 〃 ハナ ９．５�
７１３� マルターズマゼル 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４４４± ０１：２５．０１
 ４．９
５９ クラッカージャック 牡５鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４８４－ ４ 〃 ハナ ３．６�
５１０ カラーチャージ 牡４黒鹿５７ 中谷 雄太池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 谷川牧場 ４６４－ ６１：２５．１クビ ２７６．１�
８１５ サイレントパンサー 牡５黒鹿５７ 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４＋ ２１：２５．４２ ６３．６�
（大井）

８１６ ティティボス 牡５鹿 ５７ 内田 博幸冨塚 善三氏 斎藤 誠 門別 坂戸 節子 B４８６± ０１：２５．５	 ５．２�
２４ � セイウンヒーロー 牡５栗 ５７ 石橋 脩西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Jayeff ”B”

Stables ４５８＋ ２１：２６．４５ ３０９．９�
４７ コスモミネルヴァ 牝４青鹿５５ 土谷 智紀 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 三石 大平 巧 ４７４＋２２１：２６．６１� １２５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，３０８，８００円 複勝： ５２，２６６，２００円 枠連： ３２，３４７，０００円

普通馬連： １２１，１６７，６００円 馬単： ７１，２５４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，５８８，５００円

３連複： １３０，１２５，２００円 ３連単： １９８，０４２，３００円 計： ６７２，１００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３００円 � ２２０円 � １，４７０円 枠 連（１－３） １，５４０円

普通馬連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ５，８８０円 �� ５，５４０円

３ 連 複 ��� ４０，５４０円 ３ 連 単 ��� ２０１，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２８３０８８ 的中 � ２３７９９（５番人気）
複勝票数 計 ５２２６６２ 的中 � ４７３９７（５番人気）� ７２８８１（４番人気）� ７６２９（１０番人気）
枠連票数 計 ３２３４７０ 的中 （１－３） １５５０２（７番人気）
普通馬連票数 計１２１１６７６ 的中 �� ４０１３６（１０番人気）
馬単票数 計 ７１２５４４ 的中 �� ９７８５（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８５８８５ 的中 �� １０４９０（１１番人気）�� １５７９（５０番人気）�� １６７５（４８番人気）
３連複票数 計１３０１２５２ 的中 ��� ２３６９（１００番人気）
３連単票数 計１９８０４２３ 的中 ��� ７２７（４８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３４．７―４６．５―５８．８―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
スコルピオンキッス �

�
父 French Deputy �

�
母父 Sunday Silence

２００４．５．１生 牝５栗 母 Stinger 母母 Legacy of Strength １２戦１勝 賞金 ２５，７００，０００円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 カカロット号・シンメトリーアート号・ドゥーエン号・ヒロノバイオ号・ヨシモンドノスケ号
※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。



１５０６８ ６月７日 晴 良 （２１東京３）第６日 第８競走 ��
��１，８００�ロ ベ リ ア 賞

発走１３時５０分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ ケイアイドウソジン 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ４８６± ０１：４８．３ ７．２�
（大井）

７９ ブレーブビスティー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４７４－ ４１：４８．６２ ３．２�
７８ � モエレオフィシャル 牡３鹿 ５６ 田中 博康西森 鶴氏 高木 登 三石 松本牧場 ５０４± ０１：４８．７� ５０．７�
８１１ フサイチナガラガワ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝関口 房朗氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ １２．４�
１１ ガンズオブナバロン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４１：４８．９１ ２．８�
６７ スマイルキング 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ １９．１	
８１０ トーセンペトリュス 牡３栗 ５６ 横山 典弘島川 
哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ８１：４９．０� ６．０�
４４ � レオパレード 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二吉田 和美氏 加藤 征弘 英 Shortgrove

Manor Stud ４６４＋ ２１：４９．２１	 ５０．１�
６６ コスモオーカン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中村 均 日高 マル良牧場 ４９８－ ８１：５０．１５ ２０１．４
２２ ヴィーヴァシャトル 牡３栗 ５６ 小野 次郎芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ４６８＋ ２１：５０．３１ ４１．９�
５５ ハリマノワタリドリ 牡３栗 ５６ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４５６± ０ 〃 クビ １２．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３６，３０７，１００円 複勝： ４５，９５３，６００円 枠連： ２７，００３，４００円

普通馬連： １３４，３３６，３００円 馬単： ８７，５５６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５４１，６００円

３連複： １２８，７１４，５００円 ３連単： ２６３，６９０，５００円 計： ７５９，１０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � １，０００円 枠 連（３－７） １，４７０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ３，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ２，７９０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� １５，２７０円 ３ 連 単 ��� ８０，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３６３０７１ 的中 � ４００７１（４番人気）
複勝票数 計 ４５９５３６ 的中 � ６２９６５（３番人気）� １０９９９４（２番人気）� ８２９３（１０番人気）
枠連票数 計 ２７００３４ 的中 （３－７） １３６３０（６番人気）
普通馬連票数 計１３４３３６３ 的中 �� ７０１４６（６番人気）
馬単票数 計 ８７５５６０ 的中 �� １８６２６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５４１６ 的中 �� １９１８５（５番人気）�� ２９９７（３０番人気）�� ３４１６（２８番人気）
３連複票数 計１２８７１４５ 的中 ��� ６２２３（４９番人気）
３連単票数 計２６３６９０５ 的中 ��� ２４２５（２３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．３―４８．５―１：００．７―１：１２．９―１：２４．６―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．４

３ ・（８，３，１１）－７，４（２，６）－５，１０（９，１）
２
４

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドウソジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cutlass デビュー ２００８．１１．２３ 京都３着

２００６．４．１２生 牡３鹿 母 ブリーダーズフライト 母母 Flight ６戦２勝 賞金 １９，６２５，０００円
※レオパレード号は，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。



１５０６９ ６月７日 晴 良 （２１東京３）第６日 第９競走

２００９日本香港観光交流年記念

��１，６００�ホンコンジョッキークラブトロフィー
発走１４時２５分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
ホンコンジョッキークラブ賞（１着）

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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１１ リーベストラウム 牝４黒鹿５５ 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 静内 前谷 武志 ４９０± ０１：３４．７ １４．９�

７１１ マジックビクトリア 牝５鹿 ５５ 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４６０－ ６１：３４．９１� ９．４�
（大井）

８１４ ラヴドシャンクシー 牝４栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：３５．０� １０．９�
５７ ダイワチャーム 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 門別 下河辺牧場 ５１０± ０ 〃 ハナ ３．８�
４６ メイショウマリア 牝４青 ５５ 武 豊松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４ 〃 ハナ ２．７�
５８ スパニッシュソウル 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一八木 良司氏 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４８０＋１４１：３５．１� ３７．７�
２２ シェリルピンク 牝４黒鹿５５ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：３５．３１� １５．８	
７１２ スイートブレナム 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人シンボリ牧場 後藤 由之 静内 シンボリ牧場 ４６６＋ ６１：３５．４クビ ４３．１

３４ パ パ ラ チ ア 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７４－ ２ 〃 ハナ ２１．０�
８１３ ノースリヴァー 牝５黒鹿５５ 木幡 初広佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４７８＋ ４１：３５．５クビ １６．７
６１０ テイクバイストーム 牝４芦 ５５ 小野 次郎 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋１４１：３５．６� ２２．４�
６９ スーパーウーマン 牝４栗 ５５ 蛯名 正義 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４５８－ ６１：３５．７� １７．８�
４５ スイートカルタゴ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４８０＋ ６１：３５．８� ４０．９�
３３ フレンチムスメ 牝７栗 ５５ 勝浦 正樹遠藤 喜松氏 尾関 知人 三石 沖田 忠幸 ４７４－ ２１：３６．２２� １２０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，４７３，６００円 複勝： ６０，９０９，６００円 枠連： ４３，０６２，７００円

普通馬連： ２０７，８６８，７００円 馬単： １１２，４０６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，０６９，９００円

３連複： ２０８，６４５，４００円 ３連単： ３８０，４６５，３００円 計： １，１０７，９０１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ４４０円 � ３５０円 � ３００円 枠 連（１－７） ５，４２０円

普通馬連 �� ６，２５０円 馬 単 �� １２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９７０円 �� ２，０９０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ２０，７９０円 ３ 連 単 ��� １３４，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３９４７３６ 的中 � ２０８８９（５番人気）
複勝票数 計 ６０９０９６ 的中 � ３５０６６（６番人気）� ４６９９３（４番人気）� ５７４６４（３番人気）
枠連票数 計 ４３０６２７ 的中 （１－７） ５８６６（２５番人気）
普通馬連票数 計２０７８６８７ 的中 �� ２４５６２（２２番人気）
馬単票数 計１１２４０６１ 的中 �� ６４６６（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５０６９９ 的中 �� ６８７３（２３番人気）�� ６４８２（２６番人気）�� ８４６３（１８番人気）
３連複票数 計２０８６４５４ 的中 ��� ７４０８（７２番人気）
３連単票数 計３８０４６５３ 的中 ��� ２０８５（４４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３５．１―４７．４―５９．５―１：１１．２―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーベストラウム �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００７．７．１５ 新潟５着

２００５．４．２生 牝４黒鹿 母 マウントモガミ 母母 マウントソブリン ２１戦３勝 賞金 ３６，４０６，０００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。



１５０７０ ６月７日 晴 稍重 （２１東京３）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６ タカオセンチュリー 牡６栗 ５６ 四位 洋文櫻井 登氏 矢作 芳人 新冠 川上 悦夫 B４９８＋ ８１：３５．２ ５．２�

２４ フサイチピージェイ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 千津氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：３５．４１� ３．５�
８１５� グランドバイオ 牡５鹿 ５５ 田中 勝春バイオ� 松山 将樹 門別 日高大洋牧場 ５００＋ ４１：３５．９３ １４．６�
４８ �� トップディアマンテ 牡６鹿 ５５ 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Green Wil-

low Farms ４５２＋１４１：３６．０	 ６３．３�
７１４ シルクストリート 牡７栗 ５５ 村田 一誠有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ５５２＋ ６１：３６．２１� ４６．１�
７１３ ポーカーフェイス 牡５栗 ５７．５ 岩田 康誠前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６－ ２１：３６．３
 ４．７	
３５ � ミスターモナルコス 牡５鹿 ５７ 福永 祐一加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. B４８６± ０ 〃 ハナ １０．３

６１１ イアオニードル 牡８鹿 ５１ 伊藤 工真金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ６１：３６．５１� ２１４．６�
５９ � パルジファル 牡６鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム B４６８－ ８ 〃 クビ １９．３�
５１０ ショウナンアクト 牝５鹿 ５４ 柴田 善臣国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８６± ０１：３６．７１� ９．９
１２ スマートサイクロン 牡６鹿 ５５ 吉田 隼人大川 徹氏 高木 登 門別 野島牧場 ５１４－ ４１：３６．８クビ ２８．９�
４７ スリーアリスト 牡４栗 ５７ 蛯名 正義永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４８４± ０１：３６．９	 １３．５�
２３ ラインストーム 牡５芦 ５５ 菊沢 隆徳大澤 繁昌氏 松永 昌博 静内 高橋 修 B４８０± ０１：３７．０	 ４２．７�
１１ � サンワードラン 牡７鹿 ５５ 宮崎 北斗佐藤 幸彦氏 武藤 善則 米 Silverleaf

Farms, Inc. B５１４＋ ６１：３７．１クビ ２０．９�
３６ � シルクヒーロー 牡７鹿 ５０ 黛 弘人有限会社シルク尾関 知人 新冠 ムラカミファーム ５２２＋ ４ 〃 クビ １５９．３�
６１２� マルターズマッシブ 牡６鹿 ５６ 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ４９８－ ４１：３７．２クビ ３６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，８４１，７００円 複勝： ８３，５０６，５００円 枠連： ６６，２９０，９００円

普通馬連： ２８０，４０８，０００円 馬単： １４５，６８０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，２２９，１００円

３連複： ２８６，４８１，０００円 ３連単： ４９８，６３３，２００円 計： １，４８１，０７０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � ４２０円 枠 連（２－８） ８９０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ９２０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 ��� ３０，０１０円

票 数

単勝票数 計 ４７８４１７ 的中 � ７２８５４（３番人気）
複勝票数 計 ８３５０６５ 的中 � １２０８５２（３番人気）� １３６５２８（２番人気）� ４２７８９（８番人気）
枠連票数 計 ６６２９０９ 的中 （２－８） ５５５８７（３番人気）
普通馬連票数 計２８０４０８０ 的中 �� １５９７９４（３番人気）
馬単票数 計１４５６８０４ 的中 �� ３５７３０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２２２９１ 的中 �� ３４１６０（３番人気）�� １９０７７（６番人気）�� １３６００（１２番人気）
３連複票数 計２８６４８１０ 的中 ��� ３６９１１（１２番人気）
３連単票数 計４９８６３３２ 的中 ��� １２２６４（６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．９―４７．０―５９．３―１：１１．０―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タカオセンチュリー �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．４．１ 福島９着

２００３．２．１６生 牡６栗 母 マルゼンサクラ 母母 トウフクパルフアン ３１戦５勝 賞金 １４１，０４１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２８頭 アバレダイコ号・アポロダヴィンチ号・ヴォレハクユウ号・ウォーターバロン号・ギシアラバストロ号・

グランプリサクセス号・クリールパッション号・ケアレスウィスパー号・ジェイケイボストン号・
シャインウェーヴ号・シルクイーグル号・スイングロウ号・スナークユーチャン号・スピードアタック号・
スマートブレード号・ゼンノトレヴィ号・タガノシャンハイ号・タートルベイ号・ツタンカーメン号・
トーホウアタック号・ニューイチトク号・ハードシーキング号・ビッグポパイ号・ボクノタイヨウ号・ポートラヴ号・
マキバスマイル号・ヤマタケゴールデン号・リオサンバシチー号



１５０７１ ６月７日 晴 良 （２１東京３）第６日 第１１競走
第５９回農林水産省賞典

��
��１，６００�安 田 記 念（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （アジアマイルチャレンジ 最終戦） （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，３歳５４�４歳以上５８�，牝馬
２�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・アジアマイルチャレンジ賞（１着）
賞 品

本 賞 １００，０００，０００円 ４０，０００，０００円 ２５，０００，０００円 １５，０００，０００円 １０，０００，０００円
付 加 賞 ３，８２２，０００円 １，０９２，０００円 ５４６，０００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

レースレコード

１：３２．０
１：３１．５
１：３２．１

良

良

良

２３ ウ オ ッ カ 牝５鹿 ５６ 武 豊谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４９２－ ２１：３３．５ １．８�

３６ ディープスカイ 牡４栗 ５８ 四位 洋文深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５２４＋１４１：３３．６� ３．７�
２４ � ファリダット 牡４青鹿５８ 安藤 勝己前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４７０＋ ４１：３３．８１ ５２．０�
５９ カ ン パ ニ ー 牡８鹿 ５８ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 ハナ ２０．６�
４７ � ライブコンサート 	５黒鹿５８ 和田 竜二グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７６－ ２１：３４．０１
 １３９．１�
８１８� サイトウィナー 	６鹿 ５８ B．プレブル W．タム氏 J．サイズ 新 Westbury

Stud Ltd ４８２－ ４１：３４．２１ ４８．３�
（Sight Winner（NZ）） （香港） （香港）

７１３ スーパーホーネット 牡６鹿 ５８ 藤岡 佑介田島 政光氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４７０－ ４ 〃 ハナ ６．８	

８１６� ア ル マ ダ 	８栗 ５８ D．ホワイト Y．ウォン氏 J．サイズ 新
Miss
J.Fleming,G.G.Jam
es & T.E.Jamison

B５００－ ４１：３４．４１� ９５．１

（Armada（NZ）） （香港） （香港）

１２ スマイルジャック 牡４黒鹿５８ 岩田 康誠齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４７６－ ４１：３４．７１� ３０．０�
５１０ タマモサポート 牡６鹿 ５８ 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４８０－ ８ 〃 ハナ １６３．８�
６１２ トウショウカレッジ 牡７鹿 ５８ 内田 博幸トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５４６± ０ 〃 クビ ８１．３
１１ スズカコーズウェイ 牡５栗 ５８ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４８２＋ ４１：３４．９１� ４３．７�
４８ アブソリュート 牡５黒鹿５８ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６６＋１０ 〃 クビ ４４．３�
７１５ リザーブカード 牡６鹿 ５８ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２１：３５．０クビ １６１．５�
８１７ ローレルゲレイロ 牡５青鹿５８ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ３０．９�
７１４ マルカフェニックス 牡５栗 ５８ 福永 祐一河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５２２＋１０１：３５．１
 ２０７．０�
６１１� コンゴウリキシオー 牡７鹿 ５８ 戸崎 圭太金岡 久夫氏 山内 研二 愛

Pacello S. A. and
A. Swersky and
Associates

５０２－ ４１：３５．５２
 １３８．８�
（大井）

３５ ホッカイカンティ 牡４鹿 ５８ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ５１４－ ８１：３５．８１� ９２．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６０３，０４０，７００円 複勝： ５５４，７８３，４００円 枠連： ６８３，９７６，６００円

普通馬連： ２，６５１，２７７，８００円 馬単： ２，００１，４４４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６９０，０８１，２００円

３連複： ３，１９６，３０４，５００円 ３連単： ８，６９２，２２８，２００円 計： １９，０７３，１３７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ６２０円 枠 連（２－３） ２９０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� １，３００円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 ��� １０，０００円

票 数

単勝票数 計６０３０４０７ 的中 � ２７４９５１６（１番人気）
複勝票数 計５５４７８３４ 的中 � ２１９３０２３（１番人気）� １１２５５２１（２番人気）� １１２３２７（９番人気）
枠連票数 計６８３９７６６ 的中 （２－３）１７７６３３６（１番人気）
普通馬連票数 計２６５１２７７８ 的中 �� ６８７０９９９（１番人気）
馬単票数 計２００１４４４６ 的中 �� ３２２９２５２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６９００８１２ 的中 �� １４３４７５６（１番人気）�� １０６６８８（１３番人気）�� ７０７５１（２０番人気）
３連複票数 計３１９６３０４５ 的中 ��� ５７６５９２（１０番人気）
３連単票数 計８６９２２２８２ 的中 ��� ６４１５５０（２２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１０．８―１１．９―１２．１―１２．１―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２２．６―３３．４―４５．３―５７．４―１：０９．５―１：２１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ オ ッ カ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２００６．１０．２９ 京都１着

２００４．４．４生 牝５鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ １９戦９勝 賞金 ９９１，２２２，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔制裁〕 スマイルジャック号の騎手岩田康誠は，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。（５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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アドマイヤホクト号・シャーベットトーン号・ショウナンラノビア号・ドラゴンファイヤー号
※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。



１５０７２ ６月７日 晴 稍重 （２１東京３）第６日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２５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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６９ オーロマイスター 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ４９６－ ２１：３５．５ ６．６�

４６ ケイアイコンセプト 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信 �啓愛義肢材料販売所 小西 一男 新冠 新冠橋本牧場 ５４４＋１２１：３６．２４ １７．５�
１１ デスバラード 牡６鹿 ５７ 戸崎 圭太ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム B４８０－ ４１：３６．３クビ ８．６�

（大井）

８１４ フランコフォニー 牡４鹿 ５７ 黛 弘人 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１０－ ２ 〃 クビ １７．５�

３３ ヘイアンレジェンド 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲伊藤 工真荻原 昭二氏 松山 康久 門別 シンボリ牧場 B４７２－ ８１：３６．４� ３２．２�

８１３ アンヴェイル 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２＋ ２１：３６．５クビ ７．３	

３４ � トーセンモナーク 牡４栗 ５７ 四位 洋文島川 
哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２０－１０ 〃 クビ １．７�
７１１ エドノドリーム 牡８鹿 ５７ 田中 勝春遠藤 喜松氏 牧 光二 三石 沖田 忠幸 ４５４－ ４１：３６．６クビ ９６．４�
２２ グッドチョイス 牝５栗 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム ４７４＋１２１：３７．３４ ５９．２
７１２	 チョウノヨウニマイ 牝５鹿 ５５

５３ △宮崎 北斗菅原 太陽氏 手塚 貴久 米 ClassicStar ４８０－ ６ 〃 クビ １０７．５�
５８ � モエレジンダイコ 牡４栗 ５７ 木幡 初広坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４６８＋ ２１：３７．７２� ７７．５�
５７ シルクデュエリスト 牡６黒鹿５７ 西田雄一郎有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 B４６８± ０１：３８．０１
 ３３８．８�
６１０ ペ イ デ イ �７栗 ５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：３８．２１ ８０．９�
４５ ダノンブライアン 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０８－ ６ 〃 ハナ ２４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ７６，６５３，４００円 複勝： ８６，５７６，２００円 枠連： ７４，０５１，２００円

普通馬連： ２７８，７０８，７００円 馬単： １８５，５０８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７７，７２２，９００円

３連複： ２９８，２２３，８００円 ３連単： ６９１，９８５，１００円 計： １，７６９，４２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２６０円 � ３８０円 � ２２０円 枠 連（４－６） ２，６９０円

普通馬連 �� ５，７９０円 馬 単 �� １０，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７２０円 �� ７６０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� １０，１５０円 ３ 連 単 ��� ６４，８４０円

票 数

単勝票数 計 ７６６５３４ 的中 � ９２１６０（２番人気）
複勝票数 計 ８６５７６２ 的中 � ８８３６４（４番人気）� ５４６８１（５番人気）� １１３９０１（２番人気）
枠連票数 計 ７４０５１２ 的中 （４－６） ２０３２４（１１番人気）
普通馬連票数 計２７８７０８７ 的中 �� ３５５３０（２０番人気）
馬単票数 計１８５５０８５ 的中 �� １２５８５（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７７７２２９ 的中 �� １０８６８（２１番人気）�� ２６０７２（７番人気）�� １４０５９（１３番人気）
３連複票数 計２９８２２３８ 的中 ��� ２１７０２（３３番人気）
３連単票数 計６９１９８５１ 的中 ��� ７８７７（１９２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．１―１１．５―１１．９―１２．４―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３４．６―４６．１―５８．０―１：１０．４―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーロマイスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００７．１１．１８ 東京１着

２００５．１．３１生 牡４鹿 母 フェアリーワルツ 母母 Quick and Smooth １４戦３勝 賞金 ４５，８９２，０００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。



（２１東京３）第６日 ６月７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

３７０，７９０，０００円
１，７１０，０００円
３２，５９０，０００円
６，８８０，０００円
４０，１００，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６７，０８９，０００円
５，５２８，０００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
９９１，２２９，８００円
１，１４４，２３５，５００円
１，０８７，３４９，４００円
４，１７３，０５０，２００円
２，９６８，６８８，５００円
１，１４８，５２９，３００円
４，８２９，５５１，４００円
１１，６３４，４４９，５００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 ２７，９７７，０８３，６００円

総入場人員 ８３，１３５名 （有料入場人員 ８１，４１６名）




