
１４０７３ ６月１０日 晴 重 （１８東京３）第７日 第１競走 ��
��２，１００�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

２：０８．０
２：０５．９

良

良

２３ アロンダイト 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム B５４４－ ４２：１３．９ ２．０�

１２ ハイエンドクォーツ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 本間 忍 追分 追分ファーム ４５０－ ２２：１５．２８ ７．２�
（大井）

５９ � ミラクルトライ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二草間 庸文氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ５００＋ ２２：１５．５２ ８．１�
６１１ トウカイチーフ 牡３鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥内村 正則氏 後藤 由之 浦河 松栄牧場 ５１０＋ ２ 〃 クビ ６．７�
２４ ブレイブバニヤン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊ディアレスト 秋山 雅一 門別 いとう牧場 ４６０－ ６２：１６．２４ ３６．０�
５１０ ゴールドバディー 牝３鹿 ５４

５２ △吉田 隼人�三嶋牧場 武藤 善則 浦河 上田 五十詞 ５１８± ０２：１６．８３� ８．３�
８１５� オリオンザピラテス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 博康日浦 桂子氏 斎藤 宏 新冠 川上牧場 ４６８＋ ４２：１６．９� ３６．９	
７１３� マイネルマキシマム 牡３栗 ５６ 郷原 洋司 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 新冠 ビッグレッドファーム B４８８＋１０２：１７．０クビ １１６．８�
１１ � フルスイング 牡３鹿 ５６ 石橋 脩小田切有一氏 矢野 進 三石 川端牧場 ４９４－１４２：１７．１� １８１．４�
６１２� ヒシカツテイオー �３鹿 ５６

５３ ▲塚田 祥雄阿部 雅英氏 小林 常泰 早来 田口 廣 ４１６± ０２：１７．３１	 ２７８．２
４７ ニシノマルディグラ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一西山 茂行氏 土田 稔 鵡川 西山牧場 B４７２－ ２２：１７．４
 ２３．３�
７１４ トウカイメモワール 牡３黒鹿 ５６

５４ △丹内 祐次内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４３４－ ２２：１７．５� ５６２．５�
３６ � バブルケット 牡３青鹿５６ 江田 照男森田 一夫氏 大和田 稔 門別 長谷川牧場 ４５４＋ ６ 〃 ハナ ２０９．５�
３５ リュウアポロン 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人田中ふさ枝氏 小林 常泰 浦河 中村 敏明 ４６６± ０２：１７．９２� １７４．３�
８１６ シルクリベラル �３栗 ５６ 石神 深一有限会社シルク矢野 進 静内 見上牧場 ４８０＋１０２：１８．２２ ２８２．９�
４８ コアレスウォルデン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文小林 昌志氏 鈴木 康弘 門別 原田牧場 ４９２＋ ６ 〃 ハナ １０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０５８，１００円 複勝： ２７，０４３，４００円 枠連： ２７，５８３，４００円

普通馬連： ８９，１５５，４００円 馬単： ８５，２５７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４２３，２００円

３連複： １１６，７３９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３８９，２５９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（１－２） ７２０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ４４０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９０５８１ 的中 � ７６７５１（１番人気）
複勝票数 計 ２７０４３４ 的中 � ７５９５４（１番人気）� ３６１７４（３番人気）� ２６６９２（５番人気）
枠連票数 計 ２７５８３４ 的中 （１－２） ２８４２７（２番人気）
普通馬連票数 計 ８９１５５４ 的中 �� ８５４３９（２番人気）
馬単票数 計 ８５２５７１ 的中 �� ４７５５６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４２３２ 的中 �� １９８３８（１番人気）�� １３９０２（４番人気）�� ７６０４（１１番人気）
３連複票数 計１１６７３９２ 的中 ��� ４８４２２（３番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．４―１２．２―１３．０―１３．６―１３．６―１２．８―１２．９―１２．７―１２．１―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．８―１８．２―３０．４―４３．４―５７．０―１：１０．６―１：２３．４―１：３６．３―１：４９．０―２：０１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．６
１
３

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

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

アロンダイト �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Riverman デビュー ２００５．１０．２３ 京都８着

２００３．５．４生 牡３黒鹿 母 キャサリーンパー 母母 Regal Exception ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 リュウアポロン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 ノースベアハート号
※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。



１４０７４ ６月１０日 晴 重 （１８東京３）第７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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１２�� テンジンダイカグラ 牡３栗 ５６
５３ ▲塚田 祥雄�テンジン 矢野 照正 浦河 酒井 源市 ４７８－ ２１：３８．５ ３．６�

５９ ランナーズハイ 牡３鹿 ５６
５４ △丹内 祐次 �社台レースホース清水 美波 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：３８．７１ １０．５�

７１４ パワーコレクター 牡３鹿 ５６
５５ ☆津村 明秀 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５１４＋１４１：３９．０２ ２．４�

４８ � ミラクルワウ 牝３栗 ５４ 蓑島 靖典 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４０－１０１：３９．６３� ２０．６�
７１３� クラシックムード 牡３鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２１：４０．０２� ４．８�
８１５ ダイワパンテーラ 牡３鹿 ５６

５４ △吉田 隼人大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４３８－ ６１：４０．２１� １２．６	
８１６� ハセノテンマ 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己長谷川�一氏 大江原 哲 静内 藤沢牧場 ４３２± ０１：４０．９４ ５０．３

２３ � エイワンスター 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭荒木 榮一氏 伊藤 伸一 浦河 不二牧場 ４５８－ ６１：４１．２２ ３５．１�
３５ � ガイアレインボー 牝３栗 ５４ 石神 深一アローネットサービス� 佐藤 吉勝 静内 桜井牧場 ４９８－ ２１：４１．５１� ２３．４�
１２ � バイタルサイン 牝３栗 ５４ 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 小泉 学 ４６０＋ ２１：４２．３５ ２１１．５
２４ � イスズユータロー 牡３鹿 ５６

５３ ▲小島 太一�イスズ牧場 加藤 和宏 浦河 北葉ファーム ４４８－ ４１：４２．８３ ４３４．３�
５１０� ヤクモボーイ 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人�山崎牧場 郷原 洋行 八雲 山崎牧場 ４８６＋１６１：４２．９� １８３．３�
４７ � ビューティジュン 牝３栗 ５４ 田辺 裕信蛭川 正文氏 沢 峰次 新冠 �原 光子 ４６４＋ ２１：４３．０クビ ９９．６�
１１ � ソーニョグランデ 牡３鹿 ５６ 加藤士津八加藤 豊三氏 加藤 和宏 青森 長谷地 義正 ４４４＋ ８１：４３．４２� ４８１．３�
３６ � サンドバギー 牡３黒鹿５６ 五十嵐雄祐長谷川兼美氏 沢 峰次 門別 有限会社

飯田牧場 ５００－ ８１：４３．６１ １９５．２�
６１１ オートハンター 牡３鹿 ５６ 南井 大志大戸 時子氏 土田 稔 新冠 八木農場 ５１６＋ ６１：４４．１３ １３０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６２５，２００円 複勝： ２５，５０１，３００円 枠連： ３１，１３０，５００円

普通馬連： ９２，３７０，２００円 馬単： ８８，０９０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４７５，３００円

３連複： １１６，３８２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３９６，５７５，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � １３０円 枠 連（５－６） ２，０９０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ３，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ３００円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８６２５２ 的中 � ４１６５３（２番人気）
複勝票数 計 ２５５０１３ 的中 � ４９７６２（２番人気）� １９２４０（５番人気）� ６９９３８（１番人気）
枠連票数 計 ３１１３０５ 的中 （５－６） １１０２１（８番人気）
普通馬連票数 計 ９２３７０２ 的中 �� ３３６６４（７番人気）
馬単票数 計 ８８０９０３ 的中 �� １７９１３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４７５３ 的中 �� ８２７２（８番人気）�� ２３１６６（２番人気）�� ９２５８（６番人気）
３連複票数 計１１６３８２５ 的中 ��� ４１３９３（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．２―１２．６―１２．６―１２．１―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３６．４―４９．０―１：０１．６―１：１３．７―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
テンジンダイカグラ �

�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００６．１．７ 中山６着

２００３．５．１１生 牡３栗 母 カガミレール 母母 クリスタルレイル ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンドバギー号・オートハンター号は，平成１８年７月１０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オーウイナー号・クサールギレン号・ディーエスアチーブ号



１４０７５ ６月１０日 晴 稍重 （１８東京３）第７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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

５９ � マイネルパラシオ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 静内 岡田スタツド ４７８＋ ４１：２３．３ ４．４�

（大井）

５１０� キングオブパンサー 牡３青 ５６ 藤田 伸二浜野順之助氏 沢 峰次 浦河 久保牧場 ４４６＋ ２１：２３．４� ８．０�
１２ サクラレスター 牡３芦 ５６ 五十嵐雄祐�さくらコマース藤原 辰雄 静内 新和牧場 ４９０± ０１：２３．５� １０８．９�
７１３ ファストインパルス 牡３栗 ５６ 横山 典弘芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 B４６６± ０ 〃 クビ ２．５�
１１ � バンダムラッシュ 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭山科 統氏 南田美知雄 浦河 山春牧場 ４５２± ０１：２４．１３� ９７．２�
２４ ウエスタンランラン 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮西川 賢氏 二本柳俊一 静内 北西牧場 ４１０ ―１：２４．２� １００．０�
３５ � ニューカーレッジ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司臼田 浩義氏 古賀 史生 追分 追分ファーム ４８０－ ６ 〃 ハナ ２２．５	
２３ メアリーステラ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣
ヤナガワ牧場 栗田 博憲 門別 ヤナガワ牧場 ４９２－ ８１：２４．６２� １３．８�
７１５� ニホンピロヒリュウ 牡３栗 ５６

５３ ▲塚田 祥雄小林百太郎氏 小島 茂之 浦河 多田 善弘 ４３８＋ ２ 〃 クビ １１．９�
８１６�� サ フ ィ ー ル 牝３黒鹿５４ 村田 一誠岡田 牧雄氏 後藤 由之 三石 前川牧場 ４３８＋１２１：２４．７� ２１３．６
８１７ ミライシコウ 牡３芦 ５６ 張田 京神山 幸男氏 坂本 勝美 門別 北海牧場 ４７８ ―１：２４．８� ２７１．８�

（船橋）

６１１�� カネスザブレーブン 牡３鹿 ５６
５３ ▲佐藤 聖也杉澤 光雄氏 根本 康広 三石 筒井 征文 ４２８－ ４１：２５．０１� ２６．６�

４７ シルクポラリス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春有限会社シルク宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４６８－１０１：２５．３１� ４．９�
３６ シュガープラム 牝３鹿 ５４

５２ △丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 三石 前川 正美 ４２４＋１０１：２５．５１� ２３３．４�
７１４� トウショウダーク 牡３鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥トウショウ産業� 奥平 真治 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４７０ ―１：２５．６� ３８０．３�

６１２ スズシンボル 牡３栗 ５６ G．ボス 小紫 芳夫氏 高橋 裕 浦河 金石牧場 ５０８－ ４１：２５．７� ２５５．５�
（豪）

８１８� トーセンオマージュ 牝３青鹿５４ 池田 鉄平島川 �哉氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４４８－ ２ 〃 アタマ １３３．３�
４８ ア ロ ー ン 牝３黒鹿５４ 加藤士津八
大道牧場 加藤 和宏 浦河 大道牧場 ４５０ ―１：２５．８� ２９５．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，８６６，１００円 複勝： ２６，６９８，３００円 枠連： ３２，７４１，２００円

普通馬連： ９７，７２６，５００円 馬単： ８９，６００，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３４７，４００円

３連複： １１９，３４３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４１１，３２３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � ２６０円 � ２，４７０円 枠 連（５－５） １，２１０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ６，３２０円 �� ９，９６０円

３ 連 複 ��� ５３，９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８８６６１ 的中 � ３４３４５（２番人気）
複勝票数 計 ２６６９８３ 的中 � ５５１３４（２番人気）� ２７２１６（４番人気）� ２０６５（１２番人気）
枠連票数 計 ３２７４１２ 的中 （５－５） ２００６６（４番人気）
普通馬連票数 計 ９７７２６５ 的中 �� ４３９２２（６番人気）
馬単票数 計 ８９６００７ 的中 �� ２３４７８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３４７４ 的中 �� １３９７５（５番人気）�� ９７７（３８番人気）�� ６１７（５３番人気）
３連複票数 計１１９３４３６ 的中 ��� １６３３（９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．５―４７．６―５９．０―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マイネルパラシオ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００５．６．１９ 福島４着

２００３．３．２２生 牡３鹿 母 プリンセスキャロル 母母 ダイナプリズム ８戦１勝 賞金 ９，８２５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アッパレムスメ号・エルファンタジヤ号・グレートアドミラル号・モールドコウスケ号
（非抽選馬） ５頭 エプソムバクシン号・キラライチバンボシ号・クロタラリア号・トーホウダンサリン号・モーニングラヴ号
※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。



１４０７６ ６月１０日 晴 稍重 （１８東京３）第７日 第４競走 ��２，０００�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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

４８ � ダイワグラム 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 松山 康久 新冠 つつみ牧場 ４６２－ ６２：０１．９ ６．５�

７１５� スウィートネス 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５８± ０２：０２．０� ５．４�
３６ � コスモベリュームト 牡３栗 ５６

５３ ▲佐藤 聖也 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 静内 石川 栄一 ４７２－ ４２：０２．１� ２６．１�
８１７�� マイネルスパルナ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 様似 林 時春 ５００± ０ 〃 クビ ６．２�
７１４� アイアムドラマ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４２：０２．２� ２．２�
６１１� タケノフェロー 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人武岡 雅子氏 成島 英春 静内 武岡牧場 ４５４± ０２：０３．２６ １８．８	
８１６� トッチンコボ 牡３栃栗５６ 石神 深一国光 正憲氏 松永 勇 三石 大塚牧場 ４４２± ０２：０３．３� ４４８．１

４７ � トゥルービューティ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文窪田 芳郎氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４２２－ ２２：０３．４� ３０．５�
２４ � ダイワカトラス 牡３鹿 ５６ 土谷 智紀大城 敬三氏 古賀 慎明 新冠 ハシモトフアーム ４８４＋ ４２：０３．６１� ３０４．４�
５１０� トドロキカポネツー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥原田昭太郎氏 高橋 義博 門別 原口 圭二 ４４４± ０２：０３．７クビ ２６３．６
１２ � セイウンジェム 牡３鹿 ５６ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４２＋ ４ 〃 アタマ ２５１．７�
３５ �� ストロングハート 	３鹿 ５６ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 様似 山本 和彦 ４８４－ ４ 〃 ハナ ２２９．６�
１１ � トミケンパシオン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸冨樫 賢二氏 秋山 雅一 浦河 伏木田牧場 ４８２＋ ２２：０４．２３ ４６．２�

（大井）

７１３� ケイジーウィザード 牡３栗 ５６
５５ ☆津村 明秀鹿倉 勝
氏 小笠 倫弘 三石 山腰 義忠 ４５６－１０２：０４．３� ５５．４�

６１２� バイカルリッチ 牝３鹿 ５４
５２ △吉田 隼人�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４４８＋１０２：０４．５１ ３４４．６�

５９ � ミヤビシャナオー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春村上 義勝氏 �田 研二 浦河 大成牧場 ４６６－ ２２：０４．６� ２３．３�
８１８� トウカイプリンス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 ４７８＋ ８ 〃 クビ １７．０�
２３ � ヤマニンエボニー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介土井 肇氏 清水 利章 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ６２：０６．１９ ２２５．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，２０７，３００円 複勝： ２８，０４９，４００円 枠連： ３２，９４８，６００円

普通馬連： ９６，５３１，４００円 馬単： ８８，８８４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８３０，１００円

３連複： １２０，２２７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４１４，６７９，１００円

払 戻 金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２３０円 � ２００円 � ４６０円 枠 連（４－７） ４３０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，８９０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� １２，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１２０７３ 的中 � ２５９６７（４番人気）
複勝票数 計 ２８０４９４ 的中 � ３４８９６（４番人気）� ４２５５６（２番人気）� １３５４０（７番人気）
枠連票数 計 ３２９４８６ 的中 （４－７） ５７３２１（２番人気）
普通馬連票数 計 ９６５３１４ 的中 �� ５３１７８（５番人気）
馬単票数 計 ８８８８４６ 的中 �� ２６７０６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８３０１ 的中 �� １１０７９（５番人気）�� ３３９５（１９番人気）�� ３３１６（２２番人気）
３連複票数 計１２０２２７７ 的中 ��� ７０２７（３９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１１．６―１２．２―１２．５―１２．４―１２．５―１１．９―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．２―３５．８―４８．０―１：００．５―１：１２．９―１：２５．４―１：３７．３―１：４９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．５

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

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

�ダイワグラム �
�
父 ダイワテキサス �

�
母父 Fappiano デビュー ２００６．３．２５ 中山４着

２００３．３．１５生 牡３鹿 母 ミスファピアノ 母母 ミ ス ア ル ト ３戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ダイワカトラス号は，平成１８年７月１０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。



１４０７７ ６月１０日 曇 良 （１８東京３）第７日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

７１５� ユ ー ロ ペ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン
牧場 ４２４± ０１：３５．９ ５．０�

６１２� ストールンブライド 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己�野 葉子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：３６．１１� ７．６�
３５ � プ リ マ シ ア 牝３黒鹿５４ 田中 勝春�ターフ・スポート田村 康仁 浦河 丸村村下

ファーム ４４０－１６ 〃 クビ ９．５�
６１１� ショウナンアンジュ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 鎌田 正嗣 ４９６－ ２１：３６．２� １８．６�
１１ � サンマルセイコー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４４２－ ８１：３６．３クビ ５１．５�

２３ �� コスモシュクレ 牝３黒鹿５４ G．ボス �ビッグレッドファーム 佐々木亜良 新冠 ヒカル牧場 ４５４＋１４１：３６．５１� ６１．０�
（豪）

３６ � ドリームパラソル 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４２６－ ２１：３６．６� １１．１	
２４ �� ラブアクチュアリー 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �エクセルマネジメント武 邦彦 門別 棚川牧場 ４９４＋ ６ 〃 クビ ６．４

１２ � スターライトルビー 牝３黒鹿５４ 石橋 脩福島 実氏 相沢 郁 浦河 荻伏服部牧場 ４６０＋ ４１：３６．９１	 ６３．２�
４７ � ヒカルマイゴール 牝３栗 ５４

５２ △吉田 隼人�橋 京子氏 戸田 博文 白老 白老ファーム ４３２＋ ２１：３７．２１	 ２２１．０�
７１３� ブライティアミラ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４５６＋１０ 〃 クビ ４２．９
８１８ ハバネロキャット 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 潤 静内 岡田牧場 B４１４＋ ８ 〃 ハナ ３２．１�
８１７�
 ハートフルドリーム 牝３鹿 ５４ 張田 京岡崎 修氏 林 正人 静内 佐藤 茂雄 B４５２＋ ５１：３７．４１� １００．９�

（船橋） （船橋）

７１４� ジ ラ ソ ー レ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 笹倉 武久 新冠 パカパカ
ファーム ４４２＋ ２１：３７．５クビ １４８．５�

８１６ ブラックバッカラ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊服部 英男氏 谷原 義明 静内 服部 牧場 ５２２± ０１：３７．６	 ２９．１�
５１０ シルクプレシャス 牝３青鹿５４ 横山 典弘有限会社シルク勢司 和浩 新冠 中地 茂美 ４０８＋ ２１：３７．７� ４．２�
５９ � チェイスバニヤン 牝３栗 ５４ 北村 宏司津村 靖志氏 田村 康仁 静内 伊藤 明 ４４６＋ ２１：３７．８� ９．１�
４８ 
 フロマージュブラン 牝３栗 ５４ 内田 博幸臼田 浩義氏 内田 勝義 新冠 村田牧場 ４５２－ ４１：３７．９	 ７８．６�

（川崎） （大井）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，７６８，７００円 複勝： ２９，８８８，９００円 枠連： ３７，８７２，３００円

普通馬連： １０８，７４６，０００円 馬単： ８９，７６２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１４６，４００円

３連複： １３５，９７７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４５４，１６２，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � ２６０円 枠 連（６－７） １，２５０円

普通馬連 �� １，９７０円 馬 単 �� ３，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ６７０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ５，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２７６８７ 的中 � ３６４７９（２番人気）
複勝票数 計 ２９８８８９ 的中 � ５０６５６（１番人気）� ２７１４４（５番人気）� ２８６１２（４番人気）
枠連票数 計 ３７８７２３ 的中 （６－７） ２２５１１（７番人気）
普通馬連票数 計１０８７４６０ 的中 �� ４０９４３（６番人気）
馬単票数 計 ８９７６２０ 的中 �� １７３１７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１４６４ 的中 �� ９１２３（６番人気）�� １１１００（４番人気）�� ４７６０（２０番人気）
３連複票数 計１３５９７７８ 的中 ��� １７５１０（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２３．２―３５．２―４７．５―５９．８―１：１１．４―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ユ ー ロ ペ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００５．１２．４ 中京７着

２００３．４．９生 牝３青鹿 母 ルナセレナータ 母母 アローローゼツト ７戦２勝 賞金 １４，５５５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ゲッタウェイ号・コアレスキャスト号
※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。



１４０７８ ６月１０日 曇 良 （１８東京３）第７日 第６競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２９．８
２：２９．５

良

良

８１０� ミレニアムウイング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Western
Bloodstock B４７６－ ２２：３４．２ ８．４�

７７ � ダークメッセージ 牡３栃栗５６ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７２－１２２：３４．９４ ２．３�
６６ アドバンテージ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ノースヒルズマネ

ジメント 萩原 清 三石 土居 忠吉 ４８０± ０ 〃 ハナ ９．５�
（大井）

７８ � サインオブゴッド 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４７０± ０２：３５．０� ４．９�
４４ � メジロラルゴ 牝３青鹿５４ 吉田 豊メジロ商事� 保田 一隆 洞爺 メジロ牧場 ４１６－ ２２：３５．３２ ９．２�
８９ � ダイワローンスター 牡３鹿 ５６ 四位 洋文大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ４７０－ ４２：３６．０４ ６．０	
２２ � タマモステイタス 牡３黒鹿５６ 木幡 初広タマモ� 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４５２－ ８２：３６．３１� ４４．９

１１ ソニックルーラー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝細谷 典幸氏 国枝 栄 静内 桜井牧場 B４９４＋ ２２：３６．４� ５３．２�
５５ � リワードオーディン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 越湖牧場 ５１０＋ ２２：３６．５クビ ３９．０�
３３ 	 マイネルハイアップ 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀 宣行 新冠 中村農場 ４７２± ０２：３７．５６ １９．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２２，８９１，８００円 複勝： ２９，６１７，１００円 枠連： ２８，８９０，９００円

普通馬連： １０３，２２３，６００円 馬単： １０３，４１８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６２４，９００円

３連複： １２３，９１４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４３９，５８１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ３２０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� １，１２０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ３，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２８９１８ 的中 � ２１５４１（４番人気）
複勝票数 計 ２９６１７１ 的中 � ３２０２５（６番人気）� ６９０８９（１番人気）� ３２３５１（５番人気）
枠連票数 計 ２８８９０９ 的中 （７－８） ６８４４９（１番人気）
普通馬連票数 計１０３２２３６ 的中 �� ６４０６２（３番人気）
馬単票数 計１０３４１８１ 的中 �� ２５８８２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６２４９ 的中 �� １３４３３（５番人気）�� ５７１４（１６番人気）�� １４３１１（４番人気）
３連複票数 計１２３９１４７ 的中 ��� ２７８３８（１１番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．２―１１．７―１３．０―１２．９―１２．７―１２．７―１２．９―１２．８―１２．５―１１．４―１１．６―１１．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．０―１８．２―２９．９―４２．９―５５．８―１：０８．５―１：２１．２―１：３４．１―１：４６．９―１：５９．４―２：１０．８―２：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．８
１
３
１０，８（３，９）６，５（２，７）－４－１・（１０，８）９（３，６）７，５（２，４）－１

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

勝馬の
紹 介

�ミレニアムウイング �
�
父 Sadler’s Wells �

�
母父 Halo デビュー ２００５．１１．５ 東京１着

２００３．１．１５生 牡３鹿 母 Angelic Song 母母 Ballade ５戦２勝 賞金 １５，０００，０００円
〔騎手変更〕 マイネルハイアップ号の騎手藤田伸二は，病気のため安藤勝己に変更。
※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。



１４０７９ ６月１０日 曇 良 （１８東京３）第７日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （芝・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．５．１３以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

７１５� オンリーワンクロス 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム ４３８－ ２１：４８．７ ７．６�

７１３�� ニシノイチバンボシ 牡６鹿 ５８ G．ボス 西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 ４８０＋ ２１：４８．８	 １１．９�
（豪）

３６ マイネコンテッサ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 静内 小原 孝夫 ４５８－ ２ 〃 クビ １２．３�

７１４ ムーンフェイズ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹吉田 勝己氏 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４５２－ ６１：４８．９クビ １７．４�
３５ フサイチギャロップ 牡４青鹿５７ 張田 京関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４２０－ ６ 〃 アタマ １５．９�

（船橋）

１２ ドリームパートナー 
６鹿 ５８ 高橋 智大臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：４９．２２ ７．８�
８１７ マイネルーシッド 牝４鹿 ５５

５３ △吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 静内 ビツグレツドフアーム ３９８± ０１：４９．３� １４２．２	

１１ トラッドスキーム 牡５鹿 ５７ 内田 博幸臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：４９．４	 ６．３

（大井）

４７ �� アイアイボタン 牝４鹿
５５
５２ ▲塚田 祥雄齊藤 敬氏 小島 茂之 門別 荒井牧場 ４５０＋１０１：４９．５クビ １３０．３�

４８  ユーワマトリックス 
５鹿 ５７ 江田 照男 �ユーワライディング 堀井 雅広 米
Eleanor Drake Rose
Trust, Jack G. Jones,
Jr., Trustee, et al

５１２＋１６１：４９．８２ ８５．０�
２３ コスモプロデュース 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 ビッグレッドファーム 栗田 博憲 門別 柏台牧場 ５１０＋２０１：４９．９クビ １１．０�
８１８ マイネノビア 牝４鹿 ５５ 土谷 智紀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 三石 ビツグレツドフアーム ４８０＋ ６ 〃 クビ ９８．７�
２４ � オイワケウコン 牡５鹿 ５７

５５ △丹内 祐次岡田 牧雄氏 柴崎 勇 三石 鳥井牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ １９．１�
５１０� ア カ ワ イ ン 牡４鹿 ５７ 小林 淳一�口 和弘氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４９４－ ９１：５０．０クビ ２３０．３�
６１２� マチカネオオバン 牡４栗 ５７ 四位 洋文細川 益男氏 田村 康仁 新冠 細川農場 ４９６＋ ６ 〃 クビ ４．８�
６１１ ツィンクルヴェール 牝５芦 ５５ 蛯名 正義 サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４７６－１０１：５０．１クビ ６．６�
５９ �� チ ェ リ ス ト 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 イースターサンデー 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４６０－１６１：５０．３１	 ２４１．２�
８１６ イストワール 牝５黒鹿５５ 田中 勝春 社台レースホース古賀 史生 白老 白老ファーム ４９０＋３２１：５２．７大差 １１４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，２５４，７００円 複勝： ３７，２８３，８００円 枠連： ５２，４４４，３００円

普通馬連： １３９，１１９，９００円 馬単： １０６，７９７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，４９３，５００円

３連複： １６５，５５５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５５８，９４９，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２６０円 � ３５０円 � ３３０円 枠 連（７－７） ２，０７０円

普通馬連 �� ４，２１０円 馬 単 �� ８，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� １，６４０円 �� １，９５０円

３ 連 複 ��� １６，４８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３２５４７ 的中 � ２４１９０（４番人気）
複勝票数 計 ３７２８３８ 的中 � ４０８２４（４番人気）� ２６９７５（６番人気）� ２９７１９（５番人気）
枠連票数 計 ５２４４４３ 的中 （７－７） １８７５３（１２番人気）
普通馬連票数 計１３９１１９９ 的中 �� ２４４４２（１７番人気）
馬単票数 計１０６７９７９ 的中 �� ９７５７（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４４９３５ 的中 �� ６８９９（１２番人気）�� ５１８２（２２番人気）�� ４３１４（３２番人気）
３連複票数 計１６５５５５１ 的中 ��� ７４１８（７４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．７―１２．０―１２．０―１２．７―１１．７―１１．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３６．６―４８．６―１：００．６―１：１３．３―１：２５．０―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．４

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

勝馬の
紹 介

�オンリーワンクロス �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 アイノセントスキー デビュー ２００４．１１．２８ 東京１１着

２００２．５．１３生 牡４鹿 母 フラッシュシャワー 母母 フトウベンチヤ １５戦２勝 賞金 ２７，１５０，０００円
〔騎手変更〕 マチカネオオバン号の騎手藤田伸二は，病気のため四位洋文に変更。
〔制裁〕 マイネルーシッド号の騎手吉田隼人は，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５０，０００円。

アイアイボタン号の騎手塚田祥雄は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 アイアイボタン号・ユーワマトリックス号・マイネノビア号は，平成１８年７月１０日まで平地競走に出走でき

ない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 バトルモニュメント号
（非抽選馬） ４頭 カナハラコマンダー号・グランデゴール号・サウザンブライト号・ジランドール号
※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。



１４０８０ ６月１０日 曇 稍重 （１８東京３）第７日 第８競走 ��
��１，３００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５５分 （ダート・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．５．１３以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１
着馬は２�増
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

２４ ナムラモンスター 牡６栗 ５７ 安藤 勝己奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 小島牧場 B５０８＋ ２１：１７．４ ２．８�

１２ � ドリームソニック 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 米 North
Wales LLC ５１２± ０１：１７．７１� ２４．４�

３５ リワードパットン 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード ４７０＋ ４１：１７．８� ６．４�

６１２	
 ナムラカイソク 牡６黒鹿５７ 熊沢 重文奈村 信重氏 河内 洋 門別 新井 弘幸 ４５８－ ２ 〃 クビ ７．０�
４８ ハニーハント 牝５栗 ５５

５２ ▲田中 博康 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４３０－ ６１：１８．０１� ４３．８�
２３ 
 マイフラッグ 牡６栗 ５７

５６ ☆津村 明秀堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 野表 春雄 B４７６＋ ２ 〃 ハナ ５．５�
５９ � アグネスレプトン 牡５鹿 ５７ G．ボス 渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５６－ ２１：１８．２� ３１．８	

（豪）

５１０	 ナムラハトル 牝５芦 ５５ 石橋 脩奈村 信重氏 田村 康仁 静内 片岡 博 ５０２－ ８ 〃 クビ ６６．９

６１１ ホワイトピクシイ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸前川 泰三氏 鈴木 康弘 門別 前川ファーム ４６４± ０１：１８．３ １６．１�

（大井）

８１５
 コウジンアルス 牡４栗 ５７
５４ ▲小島 太一加藤 興一氏 吉永 正人 静内 中田 浩美 ４７２＋ ２１：１８．７２ ２９４．５�

１１ � キャントンガール 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳平井 豊光氏 岡田 稲男 米
Pope McLean Sr., Pope
McLean Jr., Marc McLean,
Mt. Joy Stables et al

４６８－ ２１：１８．９１ １１５．８
７１４ サニーネイティブ 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４９０－ ２ 〃 ハナ ９．４�
４７ イブキペガサス 牡４鹿 ５７

５４ ▲大野 拓弥�伊吹 菅原 泰夫 門別 北陽ファーム ４７４＋ ２１：１９．０� １０５．３�
７１３� ジョージアンキング 牡６栃栗５７ 北村 宏司服部 英男氏 増沢 末夫 米 G. Watts

Humphrey ４４４－１６１：１９．１ １７２．３�
３６ 	 ブラストシチー 牡６黒鹿５７ 張田 京 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 静内 池田 きよ子 ４９６＋１０１：１９．２� １０３．７�

（船橋）

８１６� ピサノベガス 牡４芦 ５７ 四位 洋文市川 義美氏 白井 寿昭 米
W. S. Farish & Kil-
roy Thoroughbred
Partnership

４９６－ ２１：１９．９４ ９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，１１８，６００円 複勝： ４９，２３６，４００円 枠連： ５０，４５４，２００円

普通馬連： １８８，０６３，３００円 馬単： １３９，１０１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，７７３，４００円

３連複： ２１０，４９１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ７１１，２３８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ５４０円 � ２１０円 枠 連（１－２） ２，４００円

普通馬連 �� ４，８７０円 馬 単 �� ７，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� ４３０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ７，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０１１８６ 的中 � ８６４３７（１番人気）
複勝票数 計 ４９２３６４ 的中 � １０８７６６（１番人気）� １７７２２（８番人気）� ６４０８８（３番人気）
枠連票数 計 ５０４５４２ 的中 （１－２） １５５１８（１１番人気）
普通馬連票数 計１８８０６３３ 的中 �� ２８５０５（１７番人気）
馬単票数 計１３９１０１３ 的中 �� １４１３５（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３７７３４ 的中 �� ７３４１（１８番人気）�� ２７７２８（３番人気）�� ５６００（２２番人気）
３連複票数 計２１０４９１５ 的中 ��� ２１８９６（２２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．８―１７．８―２９．３―４１．０―５２．６―１：０４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラモンスター �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２００２．６．２３ 福島６着

２０００．２．２８生 牡６栗 母 ナナヨーアトラス 母母 ナナヨーモア ２０戦５勝 賞金 ７８，００７，０００円
〔騎手変更〕 ピサノベガス号の騎手藤田伸二は，病気のため四位洋文に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 キャピタルレター号・グリーディー号・ケイビイスパイダー号・コパノニキータ号・ザップトウショウ号・

シルクアルボーレ号・スペースウーマン号・デアテンビー号・トモクン号・プライベートエリア号・
プレンティスピード号・ローランスパイス号・ワールドドン号

※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。



１４０８１ ６月１０日 曇 良 （１８東京３）第７日 第９競走 ��３，３００�第８回東京ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１４時３０分 （ 芝 ）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 ５０，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，５００，０００円 ５，０００，０００円
付 加 賞 ５２５，０００円 １５０，０００円 ７５，０００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
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード３：３８．３良

８１４ スプリングゲント 牡６鹿 ６０ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５１２－ ４３：４０．５ １．８�

８１３� テレジェニック �６鹿 ６０ 金子 光希 �社台レースホース矢野 進 追分 追分ファーム ４６４± ０３：４０．９２� ３．５�
２２ マイネルオーパー 牡７黒鹿６０ 宗像 徹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 進 静内 ビツグレツドフアーム ４３６± ０３：４１．２２ ６．４�
４５ ファントムスズカ 牡５栗 ６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７６－１０３：４１．３� １５．９�
６９ ブルーアルパイン 牡４鹿 ６０ 今村 康成 �荻伏レーシング・クラブ 武田 博 門別 藤本 直弘 ４８２－ ８ 〃 アタマ １４．２�
１１ アートレータ 牡７鹿 ６０ 山本 康志伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４４０± ０３：４２．６８ １５０．５	
５８ ファインピーク 牡４栗 ６０ 柴田 大知広田 健司氏 浅野洋一郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７８－ ４３：４２．９１� ８１．３

４６ 	 タイキリオン 牡７黒鹿６０ 穂苅 寿彦�大樹ファーム 田中 清隆 米 Taiki Farm B４９０－ ４３：４３．３２� ７７．７�
５７ 
 バンジョーブルー 牡５栗 ６０ 植野 貴也才高 信安氏 服部 利之 浦河 馬道 繁樹 ４６４－ ４３：４３．４クビ １７２．３�
７１１
� サテライトエース �８鹿 ６０ 横山 義行山口 博司氏 小桧山 悟 三石 サテライト

ファーム ４６８－２０３：４４．５７ ２０８．３
３３ イブキリムジンオー 牡８栗 ６０ 熊沢 重文�伊吹 昆 貢 新冠 石田牧場 ４８０－ ４３：４５．２４ ４７．５�
７１２�
 マイネルユニバース 牡８芦 ６０ 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 静内 タイヘイ牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ １０２．６�
３４ 
 テイエムアラムシャ 牡５鹿 ６０ 出津 孝一竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 アラキフアーム ５０８－ ２３：４６．９大差 ２５．９�
６１０
 クールジョイ 牡８栗 ６０ 石山 繁菱田 健氏 松元 茂樹 浦河 久保 時夫 ４７８－１４３：４８．０７ １５３．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，４２４，７００円 複勝： ３２，８９８，６００円 枠連： ４９，３８５，５００円

普通馬連： １５９，５７１，４００円 馬単： １４０，８１７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，８２２，５００円

３連複： １４９，８０２，０００円 ３連単： ４０８，９５７，０００円 計： １，０１４，６７９，０００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １５０円 枠 連（８－８） ３００円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２３０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 ��� １，２７０円

票 数

単勝票数 計 ３１４２４７ 的中 � １４１７３４（１番人気）
複勝票数 計 ３２８９８６ 的中 � １１６３５８（１番人気）� ７８１０７（２番人気）� ４１６６９（３番人気）
枠連票数 計 ４９３８５５ 的中 （８－８） １２３２６５（１番人気）
普通馬連票数 計１５９５７１４ 的中 �� ４０５９８６（１番人気）
馬単票数 計１４０８１７３ 的中 �� ２２１６７３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１８２２５ 的中 �� １００３２６（１番人気）�� ３９６０４（２番人気）�� ３３２１９（３番人気）
３連複票数 計１４９８０２０ 的中 ��� ２４７９３３（１番人気）
３連単票数 計４０８９５７０ 的中 ��� ２３８０８９（１番人気）

上り １マイル １：４６．１ ４F ５１．９－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングゲント �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ニツポーテイオー デビュー ２００２．１２．１ 阪神３着

２０００．４．３０生 牡６鹿 母 スプリングマドンナ 母母 ハイランドファンタジー 障害：５戦５勝 賞金 １２４，５２２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スーパーヒーロー号・ペルフェット号
（非抽選馬） ２頭 キャピタルゲイン号・リキアイガイセン号



１４０８２ ６月１０日 曇 良 （１８東京３）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

しょうなん

湘南ステークス
発走１５時０５分 （芝・左）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．５．１３以降４歳
１，６００・５歳以上３，２００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１２ � ガ ブ リ ン 牡４鹿 ５６ G．ボス 榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR
Fleming ４６２－ ２１：３４．３ １０．４�

（豪）

４８ � ニホンピロキース 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４７０－ ４１：３４．５１ １２．５�
３６ � マヤノグレイシー 牡７栗 ５７ 安藤 勝己田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４７４＋ ２１：３４．６	 ３．９�
８１６� ダイタクソニック 牡７鹿 ５７ 小野 次郎小林 昌志氏 嶋田 潤 平取 雅 牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ ３６．７�
６１２� ホッコーソレソレー 牡４青鹿５７ 吉田 豊矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４６０＋ ２１：３４．７クビ ４．９�
１１ � スクールボーイ 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ５０６＋１０１：３４．９１
 ９．０�
７１３ テンイムホウ 牝４鹿 ５５ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ９６．６�
３５ � ア ク レ イ ム 牡４鹿 ５７ 内田 博幸臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：３５．０
 １９．８	

（大井）

４７ ウルヴズグレン 牡７鹿 ５７ 張田 京 
社台レースホース小桧山 悟 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：３５．３１	 ２４６．４�
（船橋）

６１１�� ワキノカイザー 牡６鹿 ５７ 四位 洋文脇山 良之氏 音無 秀孝 白老 白老ファーム ４４８－ ２ 〃 ハナ ２９．０�
５１０ スパルタクス 牡８鹿 ５７ 勝浦 正樹 
社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ５１４－２２ 〃 アタマ ５４．４
５９ � シンボリスナイパー �８鹿 ５７ 蛯名 正義シンボリ牧場 畠山 吉宏 静内 シンボリ牧場 ４６８－ ２ 〃 ハナ ２１１．３�
２４ � コアレスパティオ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一小林 昌志氏 成島 英春 平取 清水牧場 ４７８＋ ６１：３５．４クビ ８９．５�
２３ スプートニク 牡５栗 ５７ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５０８＋ ８１：３５．５	 ７．２�
７１４� サクセスドマーニ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春�嶋 哲氏 藤岡 健一 米

W. S. Farish &
Hilbert Thor-
oughbreds, Inc.

４８０＋１２１：３６．７７ ３１．１�
８１５�� ウインディグニティ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘�ウイン 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム B４８４－ ４１：３６．８クビ ５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，９５０，１００円 複勝： ８７，５７９，３００円 枠連： ７２，８０７，３００円

普通馬連： ３７９，９３１，９００円 馬単： ２１６，１８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，７９８，７００円

３連複： ２９７，６２８，０００円 ３連単： ６４５，６４９，９００円 計： １，８２４，５２５，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ４００円 � ３６０円 � １８０円 枠 連（１－４） ２，５１０円

普通馬連 �� ５，９００円 馬 単 �� ８，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１６０円 �� １，２３０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １０，４５０円 ３ 連 単 ��� ６９，０７０円

票 数

単勝票数 計 ４８９５０１ 的中 � ３７２２９（６番人気）
複勝票数 計 ８７５７９３ 的中 � ５１２７５（８番人気）� ５８０４２（６番人気）� １５８５２５（１番人気）
枠連票数 計 ７２８０７３ 的中 （１－４） ２１４５２（１３番人気）
普通馬連票数 計３７９９３１９ 的中 �� ４７５９３（２４番人気）
馬単票数 計２１６１８０７ 的中 �� １８７８５（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５７９８７ 的中 �� ８３９８（３２番人気）�� １５１６７（１３番人気）�� ２２５５７（８番人気）
３連複票数 計２９７６２８０ 的中 ��� ２１０３９（３４番人気）
３連単票数 計６４５６４９９ 的中 ��� ６８９９（２３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．６―４７．３―５９．１―１：１０．４―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
３ ２（８，１６，１５）（１，３，１０）（５，１２，１３）６，９，４，１４（７，１１） ４ ・（２，８）１６（１，３，１５）（５，１０）（１２，１３）（６，９）４（７，１４）１１

勝馬の
紹 介

�ガ ブ リ ン �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Danehill デビュー ２００５．４．１０ 阪神５着

２００２．８．２５生 牡４鹿 母 Dashing Eagle 母母 La Caissiere １０戦４勝 賞金 ４２，１６４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 ホッコーソレソレー号の騎手藤田伸二は，病気のため吉田豊に変更。
〔制裁〕 マヤノグレイシー号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。

スクールボーイ号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※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。



１４０８３ ６月１０日 曇 稍重 （１８東京３）第７日 第１１競走 ��
��２，１００�ブリリアントステークス

発走１５時４０分 （ダート・左）
３歳以上，１７．６．１１以降１８．６．４まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

８９ � サイレントディール 牡６栗 ５７ 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５２２± ０２：０９．７ ７．８�

（大井）

７８ アルファフォーレス 牡６栗 ５６ G．ボス �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５１０± ０２：１０．０２ ４．０�
（豪）

２２ � ハードクリスタル 牡６鹿 ５８ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 門別 シンボリ牧場 ４９０＋ ４２：１０．２� ２．１�
５５ � スズジャパン 牡６栗 ５３ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 小西 一男 米 Lochness &

Fred Bower ５２２－ ４２：１０．５２ ４．７�
６６ バアゼルキング 牡７栗 ５０ 石神 深一市川 義美氏 古賀 慎明 新冠 早田牧場新

冠支場 ５１６＋ ２ 〃 クビ ５９．９�
３３ リスティアダーリン 牡５鹿 ５３ 津村 明秀村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 ５１６－ ２２：１０．８１� ３３．４	
７７ � メイショウムネノリ 牡５栃栗５６ 大西 直宏松本 好雄氏 小島 太 浦河 伏木田牧場 ５１２＋ ４２：１０．９	 １４．４

８１０� カイトヒルウインド 牡７栗 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 米 Cypress
Farms１９９１ ５１２－ ２２：１１．５３	 ２０．８�

１１ スナークレイアース 牡１１鹿 ５７ 小野 次郎杉本仙次郎氏 川村 禎彦 静内 グランド牧場 ５１８± ０２：１２．８８ ８５．７�
４４ � イサオヒート 牡８黒鹿５２ 熊沢 重文大川フサ子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１２± ０２：１２．９� ７１．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ５８，３６５，７００円 複勝： ６７，９１４，３００円 枠連： ７１，３１４，３００円

普通馬連： ３６７，９８５，３００円 馬単： ３０４，０６２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７３，２１９，１００円

３連複： ２７７，６１０，９００円 ３連単： ８８６，１４８，４００円 計： ２，１０６，６２０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（７－８） ７８０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ３，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ３８０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ８，６００円

票 数

単勝票数 計 ５８３６５７ 的中 � ５９０２０（４番人気）
複勝票数 計 ６７９１４３ 的中 � ６８８９５（４番人気）� １６１４３２（２番人気）� １９６８０８（１番人気）
枠連票数 計 ７１３１４３ 的中 （７－８） ６８１７５（５番人気）
普通馬連票数 計３６７９８５３ 的中 �� １６６３６６（６番人気）
馬単票数 計３０４０６２７ 的中 �� ６２６１９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３２１９１ 的中 �� ３７７５３（５番人気）�� ４２３５２（４番人気）�� １３４９１０（１番人気）
３連複票数 計２７７６１０９ 的中 ��� ２４４５０５（２番人気）
３連単票数 計８８６１４８４ 的中 ��� ７６１１７（２２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１１．８―１１．６―１１．７―１２．１―１２．５―１２．８―１２．９―１２．７―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．６―３０．４―４２．０―５３．７―１：０５．８―１：１８．３―１：３１．１―１：４４．０―１：５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．６
１
３
１０－２（７，８）（１，４，９）－３－６－５
１０＝２（７，８）９（１，４）－３－（６，５）

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

勝馬の
紹 介

�サイレントディール �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Nureyev デビュー ２００２．９．１５ 阪神１着

２０００．３．１９生 牡６栗 母 フェアリードール 母母 Dream Deal ２９戦６勝 賞金 ２６０，７９６，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔制裁〕 カイトヒルウインド号の騎手蛯名正義は，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※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。



１４０８４ ６月１０日 曇 良 （１８東京３）第７日 第１２競走 ��
��１，８００�

え しま

江 の 島 特 別
発走１６時１５分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．５．１３以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

２２ レイズユアドリーム 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：４８．５ ３．９�

８１１� ジ ッ プ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己山内 邦一氏 坂口 正大 浦河 桑田牧場 ４６４± ０１：４８．６� ８．５�
３３ ヒカルドウキセイ 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣�橋 京子氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４３８－ ２１：４８．９２ ２６．４�
５５ ダイワセレクション 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ ９８．１�
６６ 	 アグネスパウエル 
７鹿 ５７ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム B４５０＋ ２１：４９．０クビ １１９．９�
７８ コパノスイジン 牡４栗 ５７ 内田 博幸小林 祥晃氏 上原 博之 浦河 成隆牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ １６．６�

（大井）

７９ サイレントアスク 牝５栗 ５５ 田中 勝春	ティーエイチ 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６２± ０ 〃 ハナ １３．２

６７ シルキーステラ 牝４青 ５５ 小林 淳一有限会社シルク尾形 充弘 新冠 早田牧場新

冠支場 ４０６± ０１：４９．１クビ ２６．４�
４４ � カフェベネチアン 牡６芦 ５７ 蛯名 正義西川 恭子氏 松山 康久 米 Alan S. Kline ５０２＋ ４ 〃 クビ １．７�
１１ � オールピュール 牝５黒鹿５５ 四位 洋文吉田 和子氏 堀 宣行 米 Shortleaf

Stable ４２６＋ ４１：４９．３１ ２１．１
８１０� スーパーヒーロー 
７鹿 ５７ 五十嵐雄祐�鳥海商事 藤原 辰雄 新冠 石郷岡 松

太郎 ４８２＋ ２１：４９．６２ ２７２．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５２，１１０，９００円 複勝： ５８，８２３，６００円 枠連： ５５，８９５，９００円

普通馬連： ２６１，８４８，４００円 馬単： ２１８，５５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，９２４，２００円

３連複： １９７，６７８，７００円 ３連単： ５８３，３０３，３００円 計： １，４８９，１４１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ２６０円 � ４８０円 枠 連（２－８） ２，１６０円

普通馬連 �� ２，１６０円 馬 単 �� ３，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １，３９０円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� ７，２４０円 ３ 連 単 ��� ４０，２３０円

票 数

単勝票数 計 ５２１１０９ 的中 � １０５７２８（２番人気）
複勝票数 計 ５８８２３６ 的中 � １１５０９７（２番人気）� ５８９４３（３番人気）� ２６０４７（８番人気）
枠連票数 計 ５５８９５９ 的中 （２－８） １９１７８（９番人気）
普通馬連票数 計２６１８４８４ 的中 �� ８９８３７（８番人気）
馬単票数 計２１８５５６１ 的中 �� ４４０８１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０９２４２ 的中 �� ２４２３１（７番人気）�� １０６５９（１５番人気）�� ６９１１（２２番人気）
３連複票数 計１９７６７８７ 的中 ��� ２０１５９（２３番人気）
３連単票数 計５８３３０３３ 的中 ��� １０７０１（１１４番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．５―１１．８―１２．２―１２．５―１２．３―１１．６―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．７―３６．５―４８．７―１：０１．２―１：１３．５―１：２５．１―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０

３ ・（６，８）（５，７，９）（４，１０）（１，１１）（３，２）
２
４

・（６，８）９（５，７）１０（４，１１）（３，２）１・（６，８）９（５，７）（４，１１）（１，１０，２）３
勝馬の
紹 介

レイズユアドリーム �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００５．１．５ 中山１着

２００２．４．２３生 牡４鹿 母 エアザイオン 母母 イ メ ン ス ６戦３勝 賞金 ３７，５８０，０００円
〔騎手変更〕 オールピュール号の騎手藤田伸二は，病気のため四位洋文に変更。
※スーパーヒーロー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１８東京３）第７日 ６月１０日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

３０３，０００，０００円
２，１００，０００円
１９，３００，０００円
２，２９０，０００円
４６０，０００円
２，０２０，０００円
３２，２９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，９７２，０００円
５，９４０，８００円
１，８２８，１００円

勝馬投票券売得金
３６７，６４１，９００円
５００，５３４，４００円
５４３，４６８，４００円
２，０８４，２７３，３００円
１，６７０，５２８，８００円
４８８，８７８，７００円
２，０３１，３５１，７００円
２，５２４，０５８，６００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 １０，２１０，７３５，８００円

総入場人員 ３２，８１１名 （有料入場人員 ３１，５７６名）




