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１４０４９ ６月４日 晴 良 （２３東京３）第５日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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
１：２１．８

不良

稍重

８１５ コ コ ロ バ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�三嶋牧場 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 ４４４－ ４１：２６．５ ４．６�

７１３ スマートレモラ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４８８＋１０ 〃 クビ ４．２�
７１４ マイネクォーツ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 浦河 カナイシスタッド ４３４－ ８１：２７．３５ １３．７�
３６ マリーズタイム 牝３鹿 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３８＋ ６１：２７．５１� １８．７�
４７ トーセンティアラ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 秋山 雅一 新ひだか 乾 皆雄 ４５０－ ６１：２７．６� ３．８	
１１ リュウシンアド 牝３鹿 ５４ 北村 宏司桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 槇本牧場 ４５４＋ ４１：２７．８１� ８８．５

６１１ タイキアンジェリカ 牝３栗 ５４ 吉田 豊�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４６６＋ ４１：２８．１２ ７．３�
１２ ツクバクリコ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ４１：２８．２� １７．１�
５１０ ケ ツ ァ ー ル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：２８．４１ ３４．２
３５ ヴィーヴァタキオン 牝３青 ５４ 川田 将雅芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－１４１：２８．７１� ４８．９�
２４ クイーンエステル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �キャロットファーム 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム ４４４－ ２１：２８．８� ２８．７�
５９ デルマラートリー 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 浅沼 廣幸氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６１：２９．０１ ５１．８�

（豪）

４８ ジレイトソーニ 牝３栗 ５４ 丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 北光牧場 ４２８－ ６１：２９．１� １０２．４�
８１６ ラブリームーン 牝３青鹿５４ 吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４５２＋ ２１：２９．８４ ３５９．４�
２３ ピユカンタービレ 牝３青 ５４ 戸崎 圭太森本 悳男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：３０．３３ １１．２�

（大井）

６１２ アトムウィナー 牝３鹿 ５４ 江田 照男永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４９４＋ ８１：３１．０４ ２５１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２７９，９００円 複勝： ３２，３５９，２００円 枠連： １５，２２５，５００円

馬連： ５３，５１２，８００円 馬単： ３５，５８２，７００円 ワイド： ２３，０８１，７００円

３連複： ７１，９９０，７００円 ３連単： １０５，４０２，０００円 計： ３５３，４３４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � ２９０円 枠 連（７－８） ５８０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ７２０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，３００円 ３ 連 単 ��� １１，３６０円

票 数

単勝票数 計 １６２７９９ 的中 � ２８３２３（３番人気）
複勝票数 計 ３２３５９２ 的中 � ５８３８７（２番人気）� ５４８９２（３番人気）� ２４４３６（５番人気）
枠連票数 計 １５２２５５ 的中 （７－８） １９５９１（２番人気）
馬連票数 計 ５３５１２８ 的中 �� ４０６３８（３番人気）
馬単票数 計 ３５５８２７ 的中 �� １３４３１（６番人気）
ワイド票数 計 ２３０８１７ 的中 �� １３５４９（３番人気）�� ７７８０（７番人気）�� ６４９１（９番人気）
３連複票数 計 ７１９９０７ 的中 ��� ２３１７８（５番人気）
３連単票数 計１０５４０２０ 的中 ��� ６８４８（１８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．４―１２．８―１２．２―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３６．０―４８．８―１：０１．０―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ コ ロ バ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．４．１６ 阪神７着

２００８．３．２生 牝３鹿 母 メイショウノウヒメ 母母 シャルムールアイ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 タイキアンジェリカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

１４０５０ ６月４日 晴 良 （２３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４０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

２２ ハタノゼフィロス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４７８± ０１：３８．６ ２４．４�

８１０ トウカイチャーム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４７６＋ ２１：３９．１３ １．７�
４４ トミケンベッセル 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 冨樫 賢二氏 和田 正道 平取 稲原牧場 ４６４＋ ２１：３９．２� ４．４�

（豪）

６７ モエレシュネル 牡３鹿 ５６ 武 豊中村 和夫氏 小島 茂之 日高 道見牧場 ４９０－ ２１：３９．３� ７．０�
３３ ビッグアスリート 牡３鹿 ５６ 吉田 豊横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 様似 中村 勝則 ４６８－ ２１：４０．３６ ６．５�
８１１ サウンドボス 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太増田 雄一氏 池上 昌弘 新ひだか 静内フアーム ４８０ ―１：４０．５１� ２３．２�

（大井）

５５ ディーエスハスラー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４４４± ０１：４０．７１� ２１０．７	
７９ デ ン エ ン 牝３栗 ５４ 江田 照男田口 廣氏 武藤 善則 安平 田口 廣 B４２６－ ２１：４１．８７ １４７．４

７８ セ イ バ リ ー 牝３栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 大道牧場 ４３０－ ２１：４２．３３ ２８８．３�
６６ � ティーケイキャット 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成飯田 政子氏 二ノ宮敬宇 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４４４＋ ８１：４２．４� ４９．８�
１１ ノボプリンセス 牝３芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B５０８＋１０１：４４．９大差 ２０９．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，４６３，０００円 複勝： ４６，３４０，３００円 枠連： １０，６９８，３００円

馬連： ４１，００２，８００円 馬単： ３９，７６９，１００円 ワイド： １８，１６９，３００円

３連複： ５５，３８９，８００円 ３連単： １２４，６８１，４００円 計： ３５５，５１４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４４０円 複 勝 � ３３０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（２－８） １，８００円

馬 連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ６，１００円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ５５０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� １７，５２０円

票 数

単勝票数 計 １９４６３０ 的中 � ６２９９（６番人気）
複勝票数 計 ４６３４０３ 的中 � １４５６８（５番人気）� ２４６６６９（１番人気）� ８７４４２（２番人気）
枠連票数 計 １０６９８３ 的中 （２－８） ４３９１（８番人気）
馬連票数 計 ４１００２８ 的中 �� １４９９５（８番人気）
馬単票数 計 ３９７６９１ 的中 �� ４８１３（１７番人気）
ワイド票数 計 １８１６９３ 的中 �� ６３７５（９番人気）�� ６６６９（８番人気）�� ４０８５２（１番人気）
３連複票数 計 ５５３８９８ 的中 ��� ２９６０１（４番人気）
３連単票数 計１２４６８１４ 的中 ��� ５２５４（５２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．１―１２．４―１２．４―１２．２―１２．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．０―３６．１―４８．５―１：００．９―１：１３．１―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハタノゼフィロス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１１．１３ 東京６着

２００８．４．１６生 牡３栗 母 ハタノプリエ 母母 ハヤベニコマチ ７戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノボプリンセス号は，平成２３年８月４日まで平地競走に出走できない。
※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。

第３回　東京競馬　第５日



１４０５１ ６月４日 晴 良 （２３東京３）第５日 第３競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

８１６ ザストロンシチー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 ４６８＋１４１：１９．１ ６．２�

４７ テラノチョイス 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆川須 栄彦寺田 寿男氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２２－ ４１：１９．６３ １．８�
８１５ グランデアトレ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 河野 通文 新冠 川上牧場 B４５０＋ ２ 〃 アタマ １７．０�
６１２ ハヤブサアビオン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４３８－ ２１：１９．９２ ２９５．５�
４８ フ リ ー ゲ ン 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８０－ ８１：２０．１１ ７．３�

（大井）

３６ � デ ラ セ ー ラ 牝３栗 ５４
５１ ▲嶋田 純次荒井 壽明氏 手塚 貴久 米 Hidekazu

Date B４５２± ０１：２０．３１� １１８．５�
１１ ゴールドスマイル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４５４＋ ４１：２０．４� １３．２	
５１０ エイダイポイント 牡３芦 ５６ 横山 典弘
東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４３２± ０１：２０．９３ １１．２�
７１４ ジパングパワー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣大野 龍氏 嶋田 功 新ひだか カタオカステーブル ４８０＋ ４１：２１．０	 ２６．０�
３５ グラスヘッド 牡３黒鹿５６ 幸 英明半沢
 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム ４７０＋ ５１：２１．１クビ １８．２
６１１� アースグリーン 牝３栗 ５４ 川田 将雅 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Fares

Farm, LLC ４７０＋ ２ 〃 ハナ ４２．１�
２４ � ケ ッ ト シ ー 
３芦 ５６ 石橋 脩前田 幸治氏 武藤 善則 米 Alpha Delta

Stables, LLC B４６８＋ ４１：２１．９５ １１４．２�
２３ ヘイセイレジェンド 牡３鹿 ５６ 江田 照男松岡 研司氏 中島 敏文 新ひだか マツケン農場 ４８６± ０ 〃 クビ ９７．２�
５９ � コスモビアンコ 牝３芦 ５２ 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪 Mr DR

Fleming ４８０－ ５１：２２．９６ １０３．５�
７１３ ア オ イ カ ゼ 
３鹿 ５６ 小林 淳一喜田 啓照氏 田島 俊明 日高 本間牧場 ４２８± ０１：２５．１大差 ３７０．７�
１２ ブリリアントタッカ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７８－ ８１：２５．９５ ４１８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６９４，０００円 複勝： ３４，０９７，５００円 枠連： １６，９４４，８００円

馬連： ５０，６２５，５００円 馬単： ３７，３８８，２００円 ワイド： ２１，７２５，８００円

３連複： ６２，３４９，８００円 ３連単： １００，４７１，０００円 計： ３４４，２９６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（４－８） ３２０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ９５０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，９７０円 ３ 連 単 ��� １３，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２０６９４０ 的中 � ２６３７４（２番人気）
複勝票数 計 ３４０９７５ 的中 � ４３５５４（２番人気）� １２１９２０（１番人気）� ２１６５７（６番人気）
枠連票数 計 １６９４４８ 的中 （４－８） ３９２６１（１番人気）
馬連票数 計 ５０６２５５ 的中 �� ５７４２８（２番人気）
馬単票数 計 ３７３８８２ 的中 �� １４２６７（７番人気）
ワイド票数 計 ２１７２５８ 的中 �� ２２９９１（１番人気）�� ５０８８（１１番人気）�� ９２５９（５番人気）
３連複票数 計 ６２３４９８ 的中 ��� ２３４０３（４番人気）
３連単票数 計１００４７１０ 的中 ��� ５６５２（３２番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．３―１２．１―１１．９―１２．５―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．０―２９．３―４１．４―５３．３―１：０５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザストロンシチー �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 サンシャインフォーエヴァー デビュー ２０１０．１０．２３ 東京４着

２００８．３．１０生 牡３鹿 母 パールピアス 母母 ソブリンドリーム ４戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
〔発走状況〕 ジパングパワー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アオイカゼ号は，平成２３年７月４日まで平地競走に出走できない。

ブリリアントタッカ号は，平成２３年８月４日まで平地競走に出走できない。
※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。

１４０５２ ６月４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３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４０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

６１０ トリビュートソング 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム B４９２＋ ２３：２０．７ ２．７�

８１４ ヤ ラ マ イ カ 牡５黒鹿６０ 石神 深一内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ５２４＋ ６３：２１．０１� ３０．８�
８１３ マンドリーカ 牡４栗 ６０ 草野 太郎伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ４９２＋ ２３：２１．４２� ２９．３�
５８ サンデーチョウサン 牡４栗 ６０ 浜野谷憲尚長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ５０６± ０３：２１．７２ ３．８�
４６ イージーウイン 牡４鹿 ６０ 横山 義行田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 ４４４± ０３：２２．９７ ７．９�
２２ ショウナンライジン 牡７芦 ６０ 山本 康志国本 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 ５２２＋２０３：２３．４３ ８．３�
３４ サーストンムーン 牡４鹿 ６０ 平沢 健治齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４７８＋ ４３：２３．５� ９．２	
７１２� スイートバイカル 牝６鹿 ５８ 蓑島 靖典シンボリ牧場 後藤 由之 門別 シンボリ牧場 ４９０± ０３：２３．６� ８．０

３３ � モ ル エ ラ ン �６青鹿６０ 宗像 徹 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４７０－ ２３：２３．８１� １９６．５�
７１１ タッチマイハート 牡４黒鹿６０ 小坂 忠士武田 茂男氏 田島 良保 新冠 河原育成牧場 ４６６－１０３：２４．３３ ５３．７�
５７ ソークアップザサン 牡５栗 ６０ 柴田 大知 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４４６－ ４３：２４．８３ ３４．７
１１ � コブラボール 牡７青鹿６０ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４８６＋ ４３：２６．０７ １０７．５�
６９ メゾンドブルボン �４鹿 ６０ 穂苅 寿彦吉田 勝己氏 藤原 辰雄 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ６３：２６．８５ １５０．８�
４５ � スマイルウィン 牡４栗 ６０ 高野 和馬�和田牧場 和田 正道 浦河 信岡牧場 ４９２＋ ７３：２８．１８ ８２．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，４５７，８００円 複勝： ２０，４０５，５００円 枠連： １２，１９０，７００円

馬連： ３８，７４６，６００円 馬単： ２９，１１６，２００円 ワイド： １５，８３８，２００円

３連複： ５２，０８７，９００円 ３連単： ８３，８４６，５００円 計： ２６７，６８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ４３０円 � ５２０円 枠 連（６－８） １，５６０円

馬 連 �� ３，３３０円 馬 単 �� ４，７４０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� １，１８０円 �� ３，４２０円

３ 連 複 ��� １９，６７０円 ３ 連 単 ��� ９１，０００円

票 数

単勝票数 計 １５４５７８ 的中 � ４５５５５（１番人気）
複勝票数 計 ２０４０５５ 的中 � ５３１１２（１番人気）� １０３７５（７番人気）� ８１７３（８番人気）
枠連票数 計 １２１９０７ 的中 （６－８） ５７７４（８番人気）
馬連票数 計 ３８７４６６ 的中 �� ８６０１（１３番人気）
馬単票数 計 ２９１１６２ 的中 �� ４５３９（１９番人気）
ワイド票数 計 １５８３８２ 的中 �� ３２７５（１４番人気）�� ３３６０（１３番人気）�� １１１０（３４番人気）
３連複票数 計 ５２０８７９ 的中 ��� １９５５（５２番人気）
３連単票数 計 ８３８４６５ 的中 ��� ６８０（２４２番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５２．１－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トリビュートソング �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．４ 東京３着

２００５．５．２３生 牡６鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス 障害：３戦１勝 賞金 １０，２００，０００円

追 加 記 事（第2回東京競馬第 8日第 3競走）

〔その他〕　ブルーアイスバーグ号は，競走中に疾病〔右第3足根骨々折〕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。



１４０５３ ６月４日 晴 良 （２３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３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１２ マリアヴェロニカ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４１８－１２１：４８．６ ３．７�

５１０ ピ カ ソ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９８－ ４ 〃 アタマ １４．７�
５９ ヤマニンリップル 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４５６± ０ 〃 アタマ ４．０�
８１６ ダイワジョンクック 牡３栗 ５６ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム ５２２－ ６１：４８．７� １３．５�
２４ バイザルーマー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ６．０�
６１２ イクゼギンギラギン 牡３青鹿５６ 北村 宏司佐々木完二氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B４５２－ ４ 〃 ハナ ５１．９�
８１８ クワイアーソウル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成	ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４ ―１：４８．８クビ ４９．１

３６ イットーイチバン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４１８± ０１：４９．０１� ３２．３�
４７ オーガストウェイ 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４３０－ ２１：４９．１� ３４．２�

（大井）

４８ トーセンエッジ 牡３青 ５６ 横山 典弘島川 哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２ 〃 ハナ ４．２�
３５ � グレイドケイ 牡３黒鹿５６ 江田 照男�川島牧場 矢野 照正 米 B. Wayne

Hughes ５１２＋ ４１：４９．３１� ９２．２�
７１４� コスモマローネ 牝３栗 ５２ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新

A J Cook &
Rich Hill Thor-
oughbreds Ltd

４３８± ０ 〃 クビ １７４．２�
７１５ セ ミ ニ ョ ン 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 ４６０＋ ２１：４９．４クビ ４４．６�

２３ カ ル テ ッ ト 牝３青鹿５４ 幸 英明阿部 幸暉氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ４４８－ ４ 〃 クビ １５７．４�
１１ ミ ロ ス 牝３栗 ５４ 吉田 豊 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 ４５２＋ ２１：４９．８２	 ２０７．９�
６１１ ア ロ ア ロ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介�ターフ・スポート岩戸 孝樹 浦河 岡本牧場 ４４０ ―１：５０．２２	 １１５．９�
８１７ マツマエザクラ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠鳴海 芳明氏 清水 英克 新冠 森 牧場 ４５８＋ ６１：５０．３� ４０．５�
７１３� エーシンビショップ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介	栄進堂 藤岡 健一 米 Ron Stolich ４９６－ ８１：５１．９１０ ２１９．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，４４９，８００円 複勝： ３８，７５６，８００円 枠連： １７，６９０，４００円

馬連： ６０，８１３，９００円 馬単： ３７，４９６，４００円 ワイド： ２５，７７５，６００円

３連複： ７４，９９４，１００円 ３連単： １１６，３３８，５００円 計： ３９４，３１５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ４１０円 � １７０円 枠 連（１－５） ６８０円

馬 連 �� ３，５７０円 馬 単 �� ５，５３０円

ワ イ ド �� １，３８０円 �� ３６０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ４，７６０円 ３ 連 単 ��� ３２，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２２４４９８ 的中 � ４８７６２（１番人気）
複勝票数 計 ３８７５６８ 的中 � ６９６３５（２番人気）� １８７８７（６番人気）� ６９６３５（２番人気）
枠連票数 計 １７６９０４ 的中 （１－５） １９２９３（３番人気）
馬連票数 計 ６０８１３９ 的中 �� １２５８２（１０番人気）
馬単票数 計 ３７４９６４ 的中 �� ５００８（１６番人気）
ワイド票数 計 ２５７７５６ 的中 �� ４３１０（１３番人気）�� ２０３０５（２番人気）�� ４６７２（１２番人気）
３連複票数 計 ７４９９４１ 的中 ��� １１６５１（１１番人気）
３連単票数 計１１６３３８５ 的中 ��� ２６０８（７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３６．０―４８．６―１：００．８―１：１３．２―１：２４．９―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．４

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

勝馬の
紹 介

マリアヴェロニカ �
�
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 ２０１１．４．３ 阪神２着

２００８．３．３１生 牝３黒鹿 母 マリアヴァレリア 母母 ラスティックベル ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔制裁〕 トーセンエッジ号の騎手横山典弘は，２コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（３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 サファリトップガン号
※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。

１４０５４ ６月４日 晴 良 （２３東京３）第５日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５９ リ ヴ ァ ー レ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義エデンアソシエーション 牧 光二 新冠 川島牧場 ４４４＋ ２１：３４．７ ２．４�

８１５ アプレレクール 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２１：３４．９１� ３０．０�
１２ ダイヤモンドアスク 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ ５．３�
６１２ サンデースイセイ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４７８＋ ４１：３５．０� ７．２�
２４ アフロディーテ 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４２２－ ４ 〃 クビ ６．２�
７１４ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５４ 吉田 隼人北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４１６－ ８ 〃 ハナ １７．５	
３６ フロールジェナ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４１２＋ ８１：３５．１クビ １１５．０

８１６ テキサスルビー 牝３青 ５４ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２０－ ６１：３５．２� ７．５�
４８ ヒダカアルテミス 牝３栗 ５４ 幸 英明�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４７４－ ４１：３５．３� ５３．５�
４７ メロークーミス 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ
ファーム ４４４± ０１：３５．５１ ２１８．４

７１３ アンナドンナ 牝３栗 ５４ 武 豊吉田 千津氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４０２＋ ８１：３５．７１ ４４．３�
２３ � ワ カ タ ケ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 B４４８± ０ 〃 クビ ３５０．４�
６１１ ゴールドアゲイン 牝３黒鹿５４ 北村 宏司井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４０８－ ４ 〃 アタマ ２５８．３�
１１ イケマドンナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 ４１６± ０１：３５．９１� ２７．９�
５１０� トーセンノーブル 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太島川 �哉氏 小久保 智 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６０－ ４１：３６．１１� １８８．２�
（浦和） （大井）

３５ ベルモントカントル 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント
ファーム ４５２＋ ４１：３７．４８ ３４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，４３２，７００円 複勝： ４５，６４２，９００円 枠連： １８，１４７，９００円

馬連： ７２，８８６，９００円 馬単： ４６，１５３，４００円 ワイド： ２９，３０８，５００円

３連複： ７９，４５６，８００円 ３連単： １３４，７８８，６００円 計： ４５３，８１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ５７０円 � １７０円 枠 連（５－８） ７３０円

馬 連 �� ４，０８０円 馬 単 �� ４，８８０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� ２７０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 ��� ３０，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２７４３２７ 的中 � ９０５６７（１番人気）
複勝票数 計 ４５６４２９ 的中 � １２８６２１（１番人気）� １３４９４（８番人気）� ７５２０３（２番人気）
枠連票数 計 １８１４７９ 的中 （５－８） １８４５４（２番人気）
馬連票数 計 ７２８８６９ 的中 �� １３１８９（１６番人気）
馬単票数 計 ４６１５３４ 的中 �� ６９９３（１７番人気）
ワイド票数 計 ２９３０８５ 的中 �� ５９４９（１１番人気）�� ３２４６６（１番人気）�� ４５８３（１９番人気）
３連複票数 計 ７９４５６８ 的中 ��� １１１８４（１４番人気）
３連単票数 計１３４７８８６ 的中 ��� ３２１４（８４番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ヴ ァ ー レ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．１．１６ 中山２着

２００８．４．１生 牝３黒鹿 母 セクシーディナー 母母 スロクルージュ ６戦２勝 賞金 １９，１３３，０００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。



１４０５５ ６月４日 晴 良 （２３東京３）第５日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

７１２ サトノピースピース 牡３青鹿５６ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５０４± ０１：３８．０ １３．９�

６１０ テンゲントッパ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５２＋ ６１：３８．３１� １１０．９�
３４ マルブツビアン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成大澤 毅氏 中島 敏文 浦河 松田 憲一 ５０２± ０１：３８．５１� ７．４�
５８ トルバドゥール 牡３栃栗５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：３８．６クビ ６．６�
６９ リンガスクリフ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９４－ ２１：３８．７� １．７�
８１４ ゲルマンシチー 牡３青 ５６ 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４６６－ ４１：３８．８クビ ９．２	

（大井）

８１３ レッドシュナイト 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４９６－ ６ 〃 クビ ２１．１

５７ � グリッターテイル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４６４＋ ２１：３９．０１� ２１．０�
２２ アウトストラーダ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義ディアレスト 田村 康仁 新冠 石郷岡 雅樹 ４８２＋ ６１：３９．１クビ ５９．８�
４５ メイショウサリマン 牡３栗 ５６ 武 豊松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４６８－ ８ 〃 クビ ７４．０
７１１ ロンズデーライト 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 パカパカ
ファーム ４８０＋ ４１：３９．４１� ９２．１�

１１ � カネトシイナーシャ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing
Stables, LLC ４６２－ ８ 〃 クビ ４６．５�

４６ 	 コーリンハッピー 牝３芦 ５４
５１ ▲菅原 隆一伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４６０＋１６１：３９．７１� ２８１．７�

３３ プレミアムパス 牡３鹿 ５６ 江田 照男村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４７０± ０１：４０．５５ １５９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，５９０，２００円 複勝： ７３，０８０，７００円 枠連： ２０，７９９，０００円

馬連： ７４，１３７，７００円 馬単： ５４，０１８，３００円 ワイド： ３１，１２２，８００円

３連複： ８３，１７２，８００円 ３連単： １５６，１２２，９００円 計： ５２３，０４４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ５７０円 � ２，３４０円 � ３６０円 枠 連（６－７） ９２０円

馬 連 �� ３１，２７０円 馬 単 �� ８７，０５０円

ワ イ ド �� ４，９６０円 �� １，５４０円 �� ７，７１０円

３ 連 複 ��� ９５，４７０円 ３ 連 単 ��� ６０６，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３０５９０２ 的中 � １７３８５（５番人気）
複勝票数 計 ７３０８０７ 的中 � ３３７４２（５番人気）� ７３９０（１０番人気）� ５９３３６（２番人気）
枠連票数 計 ２０７９９０ 的中 （６－７） １６７１９（４番人気）
馬連票数 計 ７４１３７７ 的中 �� １７５０（４７番人気）
馬単票数 計 ５４０１８３ 的中 �� ４５８（１００番人気）
ワイド票数 計 ３１１２２８ 的中 �� １５２９（３８番人気）�� ５１１７（１７番人気）�� ９７９（５２番人気）
３連複票数 計 ８３１７２８ 的中 ��� ６４３（１４２番人気）
３連単票数 計１５６１２２９ 的中 ��� １９０（７７６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．８―１２．０―１２．３―１２．６―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．６―４７．６―５９．９―１：１２．５―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノピースピース �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１８ 新潟５着

２００８．４．８生 牡３青鹿 母 ピースオブワールド 母母 ビ バ ム ー ル ８戦２勝 賞金 １６，０００，０００円
〔発走状況〕 マルブツビアン号は，左前肢落鉄。発走時刻３分遅延。
※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。

１４０５６ ６月４日 晴 良 （２３東京３）第５日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２２ ドリームモモタロウ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介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 ４８２± ０２：２６．１ １０．４�

５５ マイネルゲネラール 牡４青鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 片岡牧場 ５０８± ０２：２６．４２ ２３．７�

５６ スイートテン 牝４栗 ５５ 戸崎 圭太青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５１０＋ ６２：２６．５� ４．３�
（大井）

８１１ エバーシャイニング 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５０６－ ２２：２６．７１� ５．５�
６７ カシマパフューム 牝５栗 ５５ 中谷 雄太松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４２８＋ ２２：２７．１２� １１０．０�
７１０ ヒビケジンダイコ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４６２－ ６２：２７．４１� １０．５�
６８ マイネルウーノ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４８４－ ２２：２７．５クビ １９．０	
４４ 	 ミシュランシチー 牡５鹿 ５７ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４７６＋ ４２：２７．６� １０７．０

１１ マイネルネオハート 牡４黒鹿５７ C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４５４－ ６２：２７．７� １９．９�

（豪）

３３ マグニフィセント 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４３４± ０２：２８．０１� ７２．６�
８１２
 クレバーロッシー 牡４栗 ５７ 武 豊田 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-

braker ４６４－ ２２：２９．６１０ ３．９�
７９ ネオヴェリーブル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２± ０２：３０．１３ ４．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，０９６，４００円 複勝： ４３，３４８，０００円 枠連： ２４，０６４，５００円

馬連： ７７，０５３，８００円 馬単： ４５，５９１，１００円 ワイド： ２７，６３６，８００円

３連複： ８５，９５０，５００円 ３連単： １４４，７５０，９００円 計： ４７３，４９２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ３２０円 � ５２０円 � １７０円 枠 連（２－５） ２，３２０円

馬 連 �� ８，０２０円 馬 単 �� １５，４１０円

ワ イ ド �� ２，４２０円 �� ９５０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� １１，７１０円 ３ 連 単 ��� １０１，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２５０９６４ 的中 � １９１１１（５番人気）
複勝票数 計 ４３３４８０ 的中 � ３２７４８（６番人気）� １８１８４（８番人気）� ８４２６５（１番人気）
枠連票数 計 ２４０６４５ 的中 （２－５） ７６７１（９番人気）
馬連票数 計 ７７０５３８ 的中 �� ７０９２（３１番人気）
馬単票数 計 ４５５９１１ 的中 �� ２１８４（５６番人気）
ワイド票数 計 ２７６３６８ 的中 �� ２７３９（３５番人気）�� ７３９８（１０番人気）�� ５６０４（１９番人気）
３連複票数 計 ８５９５０５ 的中 ��� ５４１７（４５番人気）
３連単票数 計１４４７５０９ 的中 ��� １０５３（３４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．０―３６．４―４８．３―１：００．３―１：１２．３―１：２４．４―１：３６．４―１：４８．５―２：００．６―２：１２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームモモタロウ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２００９．１０．１０ 東京９着

２００７．５．２３生 牡４鹿 母 イットウリョウダン 母母 サクラユウビ １１戦２勝 賞金 １９，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※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。



１４０５７ ６月４日 晴 良 （２３東京３）第５日 第９競走 ��１，６００�
え しま

江 の 島 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５９ チャームポット 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４５８＋ ６１：３３．６ ８．１�

４７ ラインジェシカ 牝４栗 ５５ 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ ５．８�
３５ コスモマクスウェル 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム B４６２－ ２１：３３．９１� ２２．０�
６１１ ハッピーパレード 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ２ 〃 アタマ ３．６�
８１５ プティプランセス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４５６＋ ２１：３４．０� １３．０�
２２ ビコーペグー 牝４黒鹿５５ 中谷 雄太�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４７０－ ４１：３４．１クビ １８．７	
６１０ オカゲサマデ 牝５鹿 ５５ 戸崎 圭太小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４５６＋ ６１：３４．７３� ７１．２


（大井）

１１ シーズンズベスト 牝４青鹿５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７０－ ８ 〃 クビ ２．８�
５８ ユメノトキメキ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４６０± ０ 〃 アタマ ２０．２�
４６ � ミサトバレー 牝６栗 ５５ 武士沢友治戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４５０＋ ２１：３４．８� ３２３．４
３４ � ギンザクイーンビー 牝５栗 ５５ 柴田 善臣有馬 博文氏 小島 太 早来 ノーザンファーム B４６４＋ ４１：３５．１１� １７．４�
７１３ ラジャポネーズ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４４６－ ２１：３５．３１� １４７．５�
７１２ クリノサンデーママ 牝５栗 ５５ 江田 照男栗本 博晴氏 星野 忍 浦河 本巣 敦 ４４２＋ ６１：３５．５１� ４１３．７�
８１４ メジロフローラ 牝６栗 ５５ 石橋 脩岩� 伸道氏 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４７４＋ ４１：３５．７１ ３５８．７�
２３ オルレアンノオトメ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４７０－ ２ 〃 クビ ８７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，２２６，６００円 複勝： ５６，３２５，１００円 枠連： ２７，０３７，８００円

馬連： １１２，３９３，８００円 馬単： ６５，４９７，７００円 ワイド： ３８，４１３，７００円

３連複： １２３，９１３，８００円 ３連単： ２３３，１１６，１００円 計： ６９０，９２４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２３０円 � ２２０円 � ５００円 枠 連（４－５） １，８００円

馬 連 �� ２，１６０円 馬 単 �� ４，７２０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� １，５２０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ９，４４０円 ３ 連 単 ��� ５２，３００円

票 数

単勝票数 計 ３４２２６６ 的中 � ３３５２８（４番人気）
複勝票数 計 ５６３２５１ 的中 � ７１６５０（４番人気）� ７５８０３（３番人気）� ２５２８１（７番人気）
枠連票数 計 ２７０３７８ 的中 （４－５） １１１１３（８番人気）
馬連票数 計１１２３９３８ 的中 �� ３８５３０（７番人気）
馬単票数 計 ６５４９７７ 的中 �� １０２５６（１９番人気）
ワイド票数 計 ３８４１３７ 的中 �� １２４２６（７番人気）�� ６１１２（１９番人気）�� ６３９２（１８番人気）
３連複票数 計１２３９１３８ 的中 ��� ９６９２（３３番人気）
３連単票数 計２３３１１６１ 的中 ��� ３２９０（１７７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．５―１１．６―１１．９―１１．４―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．０―３４．５―４６．１―５８．０―１：０９．４―１：２１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャームポット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．９ 京都１着

２００６．４．２１生 牝５栗 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト ２２戦４勝 賞金 ８９，３６５，０００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。

１４０５８ ６月４日 晴 良 （２３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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

２３ � ランリョウオー 牡４黒鹿５６ 武 豊吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４７４＋ ４１：３３．６ ３．１�

６１２ リーチコンセンサス 牝５鹿 ５５ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７６± ０１：３３．８１� ２７．０�
（豪）

５１０ テイラーバートン 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：３３．９	 ３１．９�
８１５
 サクラネクスト 牡７栗 ５７ 北村 宏司�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４７２± ０１：３４．０クビ １６１．４�
５９ ゲームマエストロ 牡４青 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４７０－ ２ 〃 ハナ １６．５�
２４ ラ ド ラ ー ダ 牝５青鹿５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B４５０＋ ８ 〃 クビ １２．２	
１１ ケニアブラック 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ ４．８

３６ エオリアンハープ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：３４．１� ８．４�
４７ � エーシンウェズン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.

Painter ５１６－ ２１：３４．２� １６．０�
７１３ カネトシディオス 牡４黒鹿５７ 松岡 正海兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４３０－ ８１：３４．３	 ８．１
６１１ ム ク ド ク �５青鹿５７ 川須 栄彦平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－１４１：３４．６１	 １６．０�
７１４ ニーマルオトメ 牝４栗 ５５ 戸崎 圭太板橋 秋氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 B４９０－ ２ 〃 ハナ ６４．３�

（大井）

４８ タイガーストーン 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三百万 武夫氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５０６－ ２１：３４．８１ ４９．６�
３５ トゥリオンファーレ 牡５黒鹿５７ 石橋 脩 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２８± ０１：３５．０１� ８６．９�
８１６� セイウンジャガーズ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４６６± ０１：３５．１クビ １０．８�
８１７ アサヒバロン 牡７鹿 ５７ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５２４＋ ４１：３５．２	 ６２８．６�
１２ テラノファントム 牡６黒鹿５７ 藤岡 佑介寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４４８± ０１：３５．３	 ３４５．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ５１，６９０，６００円 複勝： ８７，１９２，２００円 枠連： ３９，３３９，５００円

馬連： １９５，８００，２００円 馬単： ９７，９８５，０００円 ワイド： ６３，６１３，０００円

３連複： ２２０，４６５，０００円 ３連単： ３７３，２７８，６００円 計： １，１２９，３６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １８０円 � ７５０円 � ７５０円 枠 連（２－６） １，５１０円

馬 連 �� ６，０００円 馬 単 �� ８，３８０円

ワ イ ド �� ２，１３０円 �� ２，４２０円 �� ７，７８０円

３ 連 複 ��� ５１，８９０円 ３ 連 単 ��� ２１０，４６０円

票 数

単勝票数 計 ５１６９０６ 的中 � １３４１０８（１番人気）
複勝票数 計 ８７１９２２ 的中 � １７７５２６（１番人気）� ２５８４４（１０番人気）� ２５８１９（１１番人気）
枠連票数 計 ３９３３９５ 的中 （２－６） １９２５７（５番人気）
馬連票数 計１９５８００２ 的中 �� ２４１０９（２７番人気）
馬単票数 計 ９７９８５０ 的中 �� ８６３９（３５番人気）
ワイド票数 計 ６３６１３０ 的中 �� ７４５１（２９番人気）�� ６５０７（３２番人気）�� １９８１（７２番人気）
３連複票数 計２２０４６５０ 的中 ��� ３１３６（１５４番人気）
３連単票数 計３７３２７８６ 的中 ��� １３０９（６７７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１１．９―１１．８―１１．５―１０．９―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３６．１―４７．９―５９．４―１：１０．３―１：２１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．２
３ １０，１２（４，１４）（９，１１）（３，１７）（６，１５）（１，１３）８，５，７（２，１６） ４ １０，１２（４，１４）９（３，１１，１７）６（１，１５，１３）８（５，７）（２，１６）

勝馬の
紹 介

�ランリョウオー �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Tayasu Tsuyoshi デビュー ２０１０．２．２８ 阪神３着

２００７．９．２２生 牡４黒鹿 母 Hollow Bullet 母母 Beat The Bullet １１戦４勝 賞金 ７１，０４９，０００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。



１４０５９ ６月４日 晴 良 （２３東京３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第１６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）

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 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００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

６１１ アイアムアクトレス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：３６．２ ８．７�

５９ グレープブランデー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ５０６－ ８１：３６．４１ ２．３�
７１４ ボ レ ア ス 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２１：３６．７２ ５．４�

（豪）

５１０ タイセイファントム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４２８－ ８１：３７．０２ ２１０．７�
１１ オメガスカイツリー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：３７．１� １８．５�
３６ ゴールデンアタック 牡３栗 ５６ 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４６８± ０１：３７．３１� ８０．０	
８１５ コルポディヴェント 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ２ 〃 ハナ １１．４

３５ タマモブラウン 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９６－ ２１：３７．５１	 ３７．８�
８１６ エーシンブラン 牡３芦 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 様似 栄進牧場 ４５８＋ １１：３７．９２� ８．９�
１２ アドマイヤサガス 牡３青 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１２－ ４１：３８．２１
 ４０．２
７１３ ユウキマリアッチ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４８２± ０ 〃 アタマ ３４８．５�
２３ ホノカアボーイ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５４＋ ４１：３８．４１	 ５６．８�
４７ ビッグロマンス 牡３黒鹿５６ 田中 勝春西村 專次氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ １０．０�
２４ アストロロジー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８± ０１：３８．６１	 １７．６�
４８ � キョウエイバサラ 牡３芦 ５６ 三浦 皇成田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock ５１２＋ ６１：３８．８１ １３４．３�
６１２ ディアフォルティス 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 ４７０＋１２１：３８．９� ９２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０４，１８４，３００円 複勝： １６２，２９４，２００円 枠連： ７７，７５５，５００円

馬連： ４２３，４９２，４００円 馬単： ２２７，８２７，４００円 ワイド： １３３，４３６，７００円

３連複： ５００，８４６，７００円 ３連単： ９４６，２９０，５００円 計： ２，５７６，１２７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（５－６） ９００円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，７７０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ８１０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� １１，３３０円

票 数

単勝票数 計１０４１８４３ 的中 � ９５１０９（３番人気）
複勝票数 計１６２２９４２ 的中 � １５０８８３（３番人気）� ４８５６０６（１番人気）� ２６５４９７（２番人気）
枠連票数 計 ７７７５５５ 的中 （５－６） ６３９９１（３番人気）
馬連票数 計４２３４９２４ 的中 �� ３３１２６１（２番人気）
馬単票数 計２２７８２７４ 的中 �� ６０７８８（８番人気）
ワイド票数 計１３３４３６７ 的中 �� ８４０３８（２番人気）�� ３５５７５（８番人気）�� １６３５４３（１番人気）
３連複票数 計５００８４６７ 的中 ��� ２４６６３５（１番人気）
３連単票数 計９４６２９０５ 的中 ��� ６１６７８（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．０―３４．３―４６．４―５９．０―１：１１．３―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムアクトレス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Danzig Connection デビュー ２０１０．１２．１１ 阪神２着

２００８．３．３０生 牝３鹿 母 アイアムザウィナー 母母 Blue Jean Baby ７戦４勝 賞金 ７０，７４５，０００円
〔制裁〕 ボレアス号の騎手C．ウィリアムズは，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）
〔その他〕 ボレアス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ボレアス号は，平成２３年７月４日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 サウンドボルケーノ号・シゲルソウサイ号・シルクシュナイダー号・タガノロックオン号・パクサ号・

ビービーアックス号
※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。

１４０６０ ６月４日 晴 良 （２３東京３）第５日 第１２競走 ��
��１，６００�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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２３ ロードイノセント 牡５鹿 ５７ C．ウィリアムズ �ロードホースクラブ 池江 泰寿 三石 ケイアイファーム B５７２－ ６１：３７．２ ２．７�
（豪）

５１０ リ ュ シ オ ル 牝５鹿 ５５ 武 豊吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２ 〃 ハナ １３．５�
７１４ ス エ ズ �６鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１６－ ２ 〃 クビ ９．０�
３５ クラブトゥギャザー 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８８－１０ 〃 ハナ １６．４�
２４ ホクトスワン 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠布施 光章氏 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム B４５４± ０１：３７．４１� １０．８�
３６ シャドウストライプ 牡７栗 ５７

５６ ☆川須 栄彦飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５４４＋ ６１：３７．６１� ５９．４�
６１１	 パシコジュリエ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春酒井 芳秀氏 嶋田 潤 新ひだか パシフイツク牧場 B４６２＋ ８ 〃 ハナ ８５．６	
６１２
 エ イ ワ ナ ギ 牡８鹿 ５７ 武士沢友治永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５３４－ ４１：３７．７� ６７．０

５９ 
 ガルビスティー 牡４鹿 ５７ 北村 宏司備前島敏子氏 矢作 芳人 愛 Janus Blood-

stock Inc ４８６－ ２１：３７．８� ４３．３�
７１３ ハリマノワタリドリ 牡５栗 ５７ 川田 将雅福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４７８＋ ６ 〃 アタマ ２９．８�
４８ グレイスフルムーヴ 牝６鹿 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 B４６０－ ２ 〃 アタマ １５８．７
１２ オウケンマジック 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５４－ ２１：３７．９クビ １２．７�

（大井）

８１５ マイネルエルフ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ５０４－１２１：３８．０� ５．９�

８１６ ネオスピリッツ 牡６鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８４＋１２１：３８．１� ２３．０�
４７ 
	 モ ン ピ ュ ア 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson ４３８－ ３１：３８．２クビ １４４．４�
１１ 
 タツパーシヴ 牡４芦 ５７ 吉田 隼人鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm ４９０＋ ４１：３８．５１� ６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，０７６，０００円 複勝： ７８，４６４，７００円 枠連： ４７，０６６，３００円

馬連： １６０，９７７，９００円 馬単： ９０，０７２，８００円 ワイド： ６１，０１０，５００円

３連複： １９８，１５９，８００円 ３連単： ３５５，７２６，６００円 計： １，０３９，５５４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � ２２０円 枠 連（２－５） １，２１０円

馬 連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ４５０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ４，５９０円 ３ 連 単 ��� ２１，３６０円

票 数

単勝票数 計 ４８０７６０ 的中 � １４２７００（１番人気）
複勝票数 計 ７８４６４７ 的中 � １８８８６９（１番人気）� ５４５０１（７番人気）� ８５８０３（３番人気）
枠連票数 計 ４７０６６３ 的中 （２－５） ２８８３６（５番人気）
馬連票数 計１６０９７７９ 的中 �� ６５９３４（６番人気）
馬単票数 計 ９００７２８ 的中 �� ２２１１５（８番人気）
ワイド票数 計 ６１０１０５ 的中 �� １８９６５（７番人気）�� ３５７５０（３番人気）�� ９０００（１７番人気）
３連複票数 計１９８１５９８ 的中 ��� ３１８８３（１１番人気）
３連単票数 計３５５７２６６ 的中 ��� １２２９１（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．４―４７．８―１：００．１―１：１２．０―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードイノセント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．３．１ 阪神３着

２００６．２．２４生 牡５鹿 母 レディミューズ 母母 シンコウラブリイ ２０戦４勝 賞金 ５９，６６２，０００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） ２頭 ギャザーロージズ号・ソルモンターレ号
（非抽選馬） １頭 ブレイクチャンス号
※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。



（２３東京３）第５日 ６月４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 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

２４５，０５０，０００円
２３，９８０，０００円
１，９４０，０００円
２３，１４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，８０２，５００円
５，６５２，８００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
４１５，６４１，３００円
７１８，３０７，１００円
３２６，９６０，２００円
１，３６１，４４４，３００円
８０６，４９８，３００円
４８９，１３２，６００円
１，６０８，７７７，７００円
２，８７４，８１３，６００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ８，６０１，５７５，１００円

総入場人員 ３２，３６５名 （有料入場人員 ３１，１５１名）


