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１４０６１ ６月５日 晴 良 （２３東京３）第６日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６７ ビレッジスマイル 牝３青 ５４ 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６２＋ ４１：３９．０ ４．８�

７８ フ ォ ー ミ ー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４６６＋ ２１：３９．４２� １４．４�
２２ ニュースター 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 ４９４＋ ６１：３９．５� ２．４�
５５ オペラフォンテン 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４５４＋ ２１：４０．２４ ５．１�
６６ レインボーデイズ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義�ターフ・スポート鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４２０＋ ４１：４１．２６ ８．８�
７９ ナンヨールージュ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝中村 �也氏 伊藤 圭三 浦河 富田牧場 B４４４－ ２１：４１．３� ３３．５	
１１ カ ミ ニ ー ト 牝３栗 ５４ 吉田 豊青木 基秀氏 岩戸 孝樹 日高 グリーンヒルスタッド ４６２－ ６１：４１．５１ ４２．３

８１１ アドマイヤアキーダ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣近藤 利一氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２＋ ８ 〃 ハナ １８．３�
８１０ アトミックハート 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 水野 貴広 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４８－ ８１：４１．６� ２１８．８�

３３ マ リ ー シ ア 牝３芦 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４５２＋１０１：４２．５５ ８．２
４４ スイートサンテ 牝３青鹿５４ 大庭 和弥シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４６６± ０１：４２．６� １２３．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，４９０，５００円 複勝： ３１，４７６，７００円 枠連： １２，３４０，０００円

馬連： ４９，０１７，６００円 馬単： ３６，８３１，１００円 ワイド： １９，０１９，９００円

３連複： ６１，６２５，９００円 ３連単： １１０，７８９，６００円 計： ３３７，５９１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １４０円 � ３２０円 � １２０円 枠 連（６－７） １，３６０円

馬 連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ２６０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� １９，６４０円

票 数

単勝票数 計 １６４９０５ 的中 � ２７４８１（２番人気）
複勝票数 計 ３１４７６７ 的中 � ６２８５６（２番人気）� １７２６４（６番人気）� ８９３８４（１番人気）
枠連票数 計 １２３４００ 的中 （６－７） ６７１４（５番人気）
馬連票数 計 ４９０１７６ 的中 �� １１８２１（１３番人気）
馬単票数 計 ３６８３１１ 的中 �� ５０５６（２２番人気）
ワイド票数 計 １９０１９９ 的中 �� ５１８２（１０番人気）�� ２１１４３（１番人気）�� ６２７０（９番人気）
３連複票数 計 ６１６２５９ 的中 ��� １８４６２（９番人気）
３連単票数 計１１０７８９６ 的中 ��� ４１６４（６３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．０―１２．５―１２．９―１２．８―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．７―４８．２―１：０１．１―１：１３．９―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビレッジスマイル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１１．１．２３ 中山７着

２００８．３．１０生 牝３青 母 シュアンスビュート 母母 シ ユ ア ン ス ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 フォーミー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フォーミー号は，平成２３年６月６日から平成２３年６月２６日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。

１４０６２ ６月５日 晴 良 （２３東京３）第６日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

７１３ ウインイマジン 牡３栗 ５６ 北村 宏司�ウイン 久保田貴士 日高 オリオンファーム ４６４－ ６１：２６．６ ７．３�

８１５ テ ン ペ ス タ 牡３栗 ５６ 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B５１４＋ ２ 〃 ハナ ７．５�
６１１ ミ ト ラ �３黒鹿５６ C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４１：２６．７� １１．２�

（豪）

７１４ スノウプリンス 牡３栗 ５６ 三浦 皇成野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４６６－ ４１：２６．９１� ３．２�
４７ シャトルアップ 牡３栗 ５６ 横山 典弘広尾レース� 藤沢 和雄 様似 清水スタッド ５０６ ―１：２７．４３ ８．６�
３６ シャドウトルネード 牡３青 ５６ 戸崎 圭太飯塚 知一氏 矢作 芳人 平取 坂東牧場 ４７０ ― 〃 アタマ ２０．３�

（大井）

１２ ストロングレグナム 牡３栗 ５６ 江田 照男村木 篤氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B４４６－ ４１：２７．５クビ ７２．８	
１１ コスモオルバース 牝３栗 ５４ 中谷 雄太 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４３４＋ ２１：２７．６� ３０．９�
２３ エイブルサクセス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５３６ ―１：２８．５５ ３．９�
４８ トシキャプテン 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５４± ０１：２８．７� １８１．８
５９ トランジット 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝
和田牧場 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４６６－１２１：２８．９１� ６３．５�
３５ ニューロマンサー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 ４６０－ ８１：２９．２１� １３．５�
５１０ ベ ル 牝３青鹿５４ 中舘 英二西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４０８＋１４１：２９．７３ １０２．２�
８１６ ファイナルカウント 牡３鹿 ５６ 福永 祐一佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム ３９２ ―１：３０．２３ １１４．２�
６１２ トーセンサーベル 牡３黒鹿５６ 小林 淳一島川 �哉氏 鈴木 勝美 日高 モリナガファーム ５０６ ―１：３０．９４ ２８４．８�

（１５頭）
２４ ビリーヴマイン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，１０１，０００円 複勝： ３０，７２４，４００円 枠連： １５，６７７，５００円

馬連： ５０，４４４，６００円 馬単： ３２，１５９，８００円 ワイド： ２０，０５１，３００円

３連複： ６１，４８９，６００円 ３連単： ９０，４６２，１００円 計： ３１９，１１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２１０円 � ２７０円 � ３６０円 枠 連（７－８） ６４０円

馬 連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ４，２４０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� １，０００円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ８，７００円 ３ 連 単 ��� ４２，３７０円

票 数

単勝票数 差引計 １８１０１０（返還計 １６４９） 的中 � １９６４５（３番人気）
複勝票数 差引計 ３０７２４４（返還計 １５０７） 的中 � ４３７０８（３番人気）� ２９３６５（４番人気）� ２０８５０（６番人気）
枠連票数 差引計 １５６７７５（返還計 １３６） 的中 （７－８） １８１２６（２番人気）
馬連票数 差引計 ５０４４４６（返還計 ４１５８） 的中 �� １６３５４（９番人気）
馬単票数 差引計 ３２１５９８（返還計 ４４６８） 的中 �� ５６０９（１６番人気）
ワイド票数 差引計 ２００５１３（返還計 １５０４） 的中 �� ７７７０（６番人気）�� ４９２８（１２番人気）�� ３１５０（２０番人気）
３連複票数 差引計 ６１４８９６（返還計 １０９６０） 的中 ��� ５２１８（３１番人気）
３連単票数 差引計 ９０４６２１（返還計 １７０１５） 的中 ��� １５７６（１３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．３―１２．９―１２．５―１１．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３６．０―４８．９―１：０１．４―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインイマジン �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Halling デビュー ２０１１．１．１０ 中山７着

２００８．３．１１生 牡３栗 母 ヴァルホーリング 母母 Warranty Applied ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔出走取消〕 ビリーヴマイン号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔発走状況〕 トシキャプテン号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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６日



１４０６３ ６月５日 晴 良 （２３東京３）第６日 第３競走 ��
��１，６００�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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５１０ サニーヘイロー 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４４２－ ４１：３４．３ ７．５�

（豪）

５９ ル ー ジ ュ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ９．３�
４８ フロムマンハッタン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：３４．４� ２．５�
８１８ ヒカルナガレボシ 牡３芦 ５６ 横山 典弘�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４７４－ ６１：３４．５� ５．５�
７１３ エアクロニクル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４４６－ ４１：３４．８１� ４．５�
１１ ノアパステル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣佐山 公男氏 高木 登 浦河 秋場牧場 ４４８－ ４１：３４．９� １３．９�
４７ エイトプリンス 牡３栗 ５６ 三浦 皇成河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３０－ ６１：３５．０� １３８．２	
３５ シャドウシューター 牡３黒鹿５６ B．プレブル 飯塚 知一氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 ４５０－ ２１：３５．２１� １４２．０


（香港）

７１５ ボンジュールリュウ 牡３栗 ５６ 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 武田 修一 ４５４± ０ 〃 アタマ ４３．５�
６１２ クラウディア 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝ディアレスト 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４３６± ０１：３５．４１� ３１．２�
３６ コスモラファール 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太 ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 安平 追分ファーム ４３８± ０１：３５．５クビ ４６５．３�
１２ ハーツドリーマー 牝３鹿 ５４ 江田 照男村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１６＋ ６１：３５．８２ ２２２．０�
２３ ウォールストリート 牡３栗 ５６ 松岡 正海田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 石川 栄一 ４６４－ ２ 〃 ハナ ２５．６�
８１７ ウインドワード 牝３栗 ５４ 小牧 太インターナシヨナル

ホース� 浅野洋一郎 日高 インターナショ
ナル牧場 ４１０－ ６１：３５．９クビ １６５．４�

６１１ スカイセルヴァ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 スカイツリーレーシング 田中 剛 新ひだか 平野牧場 ４２８－ ２１：３６．９６ ２５０．７�
２４ ブライティアアネル 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太小林 昌志氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 博志 ４７２± ０１：３７．２２ ９０．８�

（大井）

７１４ サマークイーン 牝３栗 ５４ 北村 宏司セゾンレースホース� 坂本 勝美 浦河 山田 昇史 ４２４＋１０ 〃 ハナ １６６．４�
８１６ マドンナスマイル 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：３７．６２� ３７８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，１４２，２００円 複勝： ３９，０３８，０００円 枠連： １７，５５５，３００円

馬連： ６２，０２３，２００円 馬単： ４２，００２，６００円 ワイド： ２５，３１２，８００円

３連複： ７４，５５９，６００円 ３連単： １１６，６２６，５００円 計： ３９９，２６０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（５－５） ３，０６０円

馬 連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ４，９８０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ３１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� １１，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２２１４２２ 的中 � ２３４８４（４番人気）
複勝票数 計 ３９０３８０ 的中 � ４４１８８（４番人気）� ３９８５８（５番人気）� １１３９９９（１番人気）
枠連票数 計 １７５５５３ 的中 （５－５） ４２３６（１１番人気）
馬連票数 計 ６２０２３２ 的中 �� １６４６２（１１番人気）
馬単票数 計 ４２００２６ 的中 �� ６２２８（２１番人気）
ワイド票数 計 ２５３１２８ 的中 �� ７９３８（９番人気）�� ２１９８９（２番人気）�� １８４６０（４番人気）
３連複票数 計 ７４５５９６ 的中 ��� ４０１８４（２番人気）
３連単票数 計１１６６２６５ 的中 ��� ７４４２（３０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１２．０―１２．２―１１．７―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．９―３４．２―４６．２―５８．４―１：１０．１―１：２１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９
３ ３，８（１０，１１）（４，９，１４）（６，１２，１６）（２，５，１３）（１８，１７）－７，１５，１ ４ ３，８（１０，１１）（９，１４）（４，６，１２，１６）（２，５，１３）（１，１８，１７）７，１５

勝馬の
紹 介

サニーヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．７．１８ 新潟３着

２００８．３．１０生 牝３栗 母 サニークラッシック 母母 サニースイフト ９戦１勝 賞金 １０，８５０，０００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。

１４０６４ ６月５日 晴 良 （２３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

４６ バンダムラディウス 牡３栃栗５６ 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４５４－１０２：３５．３ １０．４�

４５ メジロダイボサツ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ ２．０�
１１ レックスパレード 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム ５１８ ―２：３５．４� ２１．３�
６９ サイクロンフォース 牡３鹿 ５６ 松岡 正海小菅 定雄氏 松山 康久 登別 青藍牧場 ４８６－ ６２：３５．６１� ６．３�
８１３ クリーンメタボ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ８２：３６．０２� ２９．８�
５７ セ イ エ イ 牡３栗 ５６ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ４９６－ ４２：３６．３１� ９７．８�
２２ ハッピーティア 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 B４５８± ０ 〃 アタマ ４．１	
７１１ メジロサモン 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 岩� 伸道氏 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４０４± ０２：３６．６１� １１．１


（豪）

６１０ モンドナハト 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 増本牧場 ４３８＋ ４２：３６．７� ３８８．５�
３４ トルネードビア 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ３９４± ０２：３６．８� ３１．２�

（大井）

５８ カ リ ン ト 牡３青鹿５６ 江田 照男西森 鶴氏 中川 公成 新冠 パカパカ
ファーム ４３２－ ４２：３７．１１� １５６．０

８１４ ヒラボクローレル �３鹿 ５６ 田中 勝春�平田牧場 古賀 慎明 浦河 辻 牧場 ４４６－ ４２：３７．８４ ６４．９�
７１２ アルフライラ 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ６２：３８．５４ １６０．４�
３３ ゼンノランスロット 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次大迫久美子氏 田中 清隆 浦河 杵臼斉藤牧場 B４５４－ ４２：３９．０３ ２８０．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，９８０，７００円 複勝： ２６，７５１，０００円 枠連： １３，２７５，６００円

馬連： ５４，７６４，２００円 馬単： ４２，４３０，７００円 ワイド： ２０，５４２，２００円

３連複： ６３，１９４，３００円 ３連単： １１６，３９１，２００円 計： ３５６，３２９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � ４８０円 枠 連（４－４） ９００円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ２，６３０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ５，９９０円 ３ 連 単 ��� ３６，８７０円

票 数

単勝票数 計 １８９８０７ 的中 � １４４６０（４番人気）
複勝票数 計 ２６７５１０ 的中 � ２６９１１（４番人気）� ９２８００（１番人気）� ９６２３（７番人気）
枠連票数 計 １３２７５６ 的中 （４－４） １０９３８（４番人気）
馬連票数 計 ５４７６４２ 的中 �� ４４２８５（３番人気）
馬単票数 計 ４２４３０７ 的中 �� １３４１５（８番人気）
ワイド票数 計 ２０５４２２ 的中 �� １６２９８（３番人気）�� １７５４（２７番人気）�� ５４８８（１２番人気）
３連複票数 計 ６３１９４３ 的中 ��� ７７９７（２２番人気）
３連単票数 計１１６３９１２ 的中 ��� ２３３０（１１０番人気）

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

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―１８．４―２９．９―４３．５―５６．７―１：０９．７―１：２２．６―１：３５．４―１：４７．６―１：５９．４―２：１０．９―２：２２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バンダムラディウス �
�
父 デュランダル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．５．１５ 東京６着

２００８．３．３１生 牡３栃栗 母 ミラクルケープ 母母 ステージバンダム ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。



１４０６５ ６月５日 曇 良 （２３東京３）第６日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

６９ エ ポ ワ ス 牡３鹿 ５６ 田面木博公多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：２２．２ ２．０�

６１０ コスモソーンパーク 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ １１．７�
２２ ドラゴンライズ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ６１：２２．５２ １４．０�
４６ アルトゥバン 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ �ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４７０－１２１：２２．６� ２５．０�

（豪）

３３ サーストンサブリナ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４５４－ ２ 〃 ハナ ２２．４�
１１ アンゲネーム 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋ ４ 〃 クビ ６．７	
７１２ ハワイアンシュガー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４３４＋１０ 〃 ハナ ４．４

３４ ポピュラーストック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋ ２１：２２．９２ ２５．６�
７１１ タイセイクライマー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム B４４８－ ４１：２３．０� １１９．２�
４５ ジ ャ イ ア ン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４８６± ０１：２３．２１� ２０．４
５７ ウィンザーフラッグ 牡３栗 ５６ 田中 勝春櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４８２± ０１：２３．５１� ３１．５�
８１３ コマンドパワー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 サンシャイン

牧場 B４７２＋ ４１：２３．９２� １１９．７�
５８ ファインロマンス 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４８０＋ ８１：２４．５３� １７６．２�
８１４� バロックスタイル 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太備前島敏子氏 松浦 裕之 安平 ノーザンファーム ４９４－１３１：２４．７１� ２４６．３�

（大井） （大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，１６０，３００円 複勝： ４１，３０２，６００円 枠連： １８，７０８，５００円

馬連： ６９，２０２，２００円 馬単： ５０，８９６，５００円 ワイド： ２８，４４７，３００円

３連複： ８３，６２６，２００円 ３連単： １３７，５８０，３００円 計： ４５６，９２３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � ３５０円 枠 連（６－６） １，１３０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ９６０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ５，６９０円 ３ 連 単 ��� １７，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２７１６０３ 的中 � １０７７３７（１番人気）
複勝票数 計 ４１３０２６ 的中 � １１８１６０（１番人気）� ４２２６１（４番人気）� ２３５５７（５番人気）
枠連票数 計 １８７０８５ 的中 （６－６） １２２６０（５番人気）
馬連票数 計 ６９２０２２ 的中 �� ４９３９９（３番人気）
馬単票数 計 ５０８９６５ 的中 �� ２７５３５（４番人気）
ワイド票数 計 ２８４４７３ 的中 �� １８０２８（３番人気）�� ７１３３（９番人気）�� ３２１９（２７番人気）
３連複票数 計 ８３６２６２ 的中 ��� １０８５９（１８番人気）
３連単票数 計１３７５８０３ 的中 ��� ５６４６（４２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．３―１２．４―１２．２―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．５―４６．９―５９．１―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ポ ワ ス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．４．２ 阪神１着

２００８．５．２１生 牡３鹿 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター ２戦２勝 賞金 １２，０００，０００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。

１４０６６ ６月５日 曇 良 （２３東京３）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時５０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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５� モエレジンダイコ 牡６栗 ５７ 北村 宏司坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７４± ０１：３７．８ ３３．５�

６１２ オールザワールド 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８－ ６１：３７．９� １０．６�
６１１ リンガスアクター 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 B４８０± ０ 〃 ハナ １９．９�
７１３ ジェイズバニヤン 牡５芦 ５７ 横山 典弘津村 靖志氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５４２＋ ４１：３８．０	 ５．９�
２４ 
 ホウショウマツエ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣芳賀 吉孝氏 根本 康広 米 Green

Gates Farm ４５６＋ １１：３８．３１	 ２９０．６�
３５ トゥザサミット 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４４４＋ ４１：３８．４	 ２１．８�
３６ ランドオウジ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春木村 昌三氏 本間 忍 門別 日西牧場 ４９６－ ６ 〃 クビ １１．８	
４７ メイショウパルマ 牡５黒鹿５７ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５２４＋１２１：３８．５クビ ６．９

８１６ ストライビング 牡４鹿 ５７ 松岡 正海前田 幸治氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント B５４６－１０１：３８．６	 ５３．７�
１２ センターステージ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４６２－ ６１：３８．９１	 ３．１�
７１４ カドデュソレイユ 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４９４± ０１：３９．５３� ４．１

（豪）

２３ ディアユウキ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊ディアレスト 柄崎 孝 浦河 南部 功 ４７０＋ ４１：３９．６� １６８．６�
５１０� サザンパシフィック 牡４鹿 ５７ 石橋 脩吉田 和美氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４９０－ ５１：３９．７	 １２０．６�
５９ ディアブリッジ 牝４黒鹿５５ B．プレブルディアレスト 畠山 吉宏 日高 新井 昭二 ４６２－ ６１：４０．０２ ２５１．６�

（香港）

４８ � ジ ュ ー ダ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠前田 幸治氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 B４９０－ １１：４０．４２� ４２．３�
１１ � チェアフルハイジ 牝４栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次 MOSパートナーシップ 小野 次郎 浦河 有限会社
吉田ファーム ３９６± ０１：４３．８大差 ３７２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，２１８，０００円 複勝： ４０，２１２，７００円 枠連： ２５，５９３，４００円

馬連： ７４，７８３，０００円 馬単： ４８，９６７，８００円 ワイド： ２９，４６２，０００円

３連複： ８５，８８２，９００円 ３連単： １３８，２３７，１００円 計： ４６８，３５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３５０円 複 勝 � ６６０円 � ３３０円 � ５６０円 枠 連（６－８） ３，４８０円

馬 連 �� １１，２５０円 馬 単 �� ３０，１５０円

ワ イ ド �� ２，０１０円 �� ４，４３０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ４８，７２０円 ３ 連 単 ��� ３９８，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２５２１８０ 的中 � ５９３４（９番人気）
複勝票数 計 ４０２１２７ 的中 � １５１７５（９番人気）� ３４８１２（５番人気）� １８４８２（７番人気）
枠連票数 計 ２５５９３４ 的中 （６－８） ５４４３（１４番人気）
馬連票数 計 ７４７８３０ 的中 �� ４９０７（３３番人気）
馬単票数 計 ４８９６７８ 的中 �� １１９９（７８番人気）
ワイド票数 計 ２９４６２０ 的中 �� ３６５５（２４番人気）�� １６２０（４３番人気）�� ２９７７（３０番人気）
３連複票数 計 ８５８８２９ 的中 ��� １３０１（１１８番人気）
３連単票数 計１３８２３７１ 的中 ��� ２５６（７７６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．５―１２．３―１２．６―１２．１―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．２―４７．５―１：００．１―１：１２．２―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モエレジンダイコ �
�
父 マジックマイルズ �

�
母父 ブラックタイアフェアー

２００５．３．１９生 牡６栗 母 ホワイトマジック 母母 マジックショール ４５戦２勝 賞金 ５５，４８７，０００円
地方デビュー ２００７．６．２７ 旭川

〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェアフルハイジ号は，平成２３年７月５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を表示している。



１４０６７ ６月５日 曇 良 （２３東京３）第６日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５９ マ ヤ ノ マ ヤ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４８２－ ８１：３３．８ ７．９�

６１１ シンボリカージナル 牡５鹿 ５７ 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４９０－ ２１：３４．０１� ２２．９�
５８ レッドクロス 牡４栗 ５７ B．プレブル �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４６６＋１８１：３４．１クビ ８．１�

（香港）

３４ アルマトゥーラ 牡４芦 ５７ 蛯名 正義コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４６８± ０１：３４．３１� ３．２�
７１３ トーセンフリージア 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B５０２＋ ２１：３４．４クビ １０．１�
４７ ヨシサプライズ 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３４－ ２１：３４．６１� １３９．１	
２２ フィドルプレイヤー 牝４栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次下河
行雄氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 ４８０－１０ 〃 アタマ ６７．４�
８１４ ブリージーデイズ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８６－ ６１：３４．７クビ ７．９�
７１２ ナガレボシイチバン 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太尾上 松壽氏 藤原 辰雄 新ひだか 小倉 光博 ４５０± ０ 〃 クビ １３１．９

（大井）

６１０ チェルカトローバ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４４４＋ ６１：３４．９１� ３１４．９�

３５ � ヨシステップ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成村山 義一氏 谷原 義明 日高 細川牧場 ４４８－ ８ 〃 クビ １１５．７�
８１５ ヒルトップシーン 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ６１：３５．０� ６．３�
４６ ロードシップ 牡４青鹿５７ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 ５１４＋１６１：３５．４２� ４．６�
１１ マキシムトパーズ 牡４青鹿５７ 小林 淳一小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４７６± ０ 〃 クビ ４０１．７�
２３ メンブランツァ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二 �グリーンファーム 矢野 照正 新ひだか 嶋田牧場 ４１８± ０１：３５．６１� ２０１．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，０１２，６００円 複勝： ４１，７０９，０００円 枠連： ２２，９７４，７００円

馬連： ８１，２００，９００円 馬単： ４８，５５４，０００円 ワイド： ２７，４２４，５００円

３連複： ８９，５３６，４００円 ３連単： １４１，８５８，６００円 計： ４８０，２７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３００円 � ４８０円 � ４３０円 枠 連（５－６） ４，４５０円

馬 連 �� ６，８９０円 馬 単 �� １３，４００円

ワ イ ド �� １，８３０円 �� １，６３０円 �� ３，６８０円

３ 連 複 ��� ２７，７００円 ３ 連 単 ��� １６８，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２７０１２６ 的中 � ２７０１１（５番人気）
複勝票数 計 ４１７０９０ 的中 � ４０２６３（６番人気）� ２２１７８（８番人気）� ２４９９７（７番人気）
枠連票数 計 ２２９７４７ 的中 （５－６） ３８１７（１５番人気）
馬連票数 計 ８１２００９ 的中 �� ８７０３（２７番人気）
馬単票数 計 ４８５５４０ 的中 �� ２６７５（５１番人気）
ワイド票数 計 ２７４２４５ 的中 �� ３７０９（２５番人気）�� ４１８５（２３番人気）�� １８０６（３０番人気）
３連複票数 計 ８９５３６４ 的中 ��� ２３８６（６７番人気）
３連単票数 計１４１８５８６ 的中 ��� ６２２（３８２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．１―４６．８―５８．４―１：０９．４―１：２１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ヤ ノ マ ヤ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．８ 東京４着

２００６．３．１１生 牝５鹿 母 ナリタフローラ 母母 ナリタレッドバード ２５戦３勝 賞金 ４２，７２６，０００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。

１４０６８ ６月５日 曇 良 （２３東京３）第６日 第８競走 ��
��１，３００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４７ ダンシングマオ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４７２＋ ８１：１８．３ ７．４�

３５ ドンビザッツウェイ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B４８８－ ４１：１８．４� １０．８�
４６ ガリレオシチー 牡５黒鹿５７ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５１８＋ ６ 〃 クビ ２６．５�
１１ ゼンノベラーノ 牡４鹿 ５７ 武士沢友治大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３６＋ ６１：１８．５クビ ２．８�
３４ ブレーヴゴールド 牡５青鹿５７ 蛯名 正義磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４４８－ ６１：１８．８１� ２０．３�
７１３ ダイワシークレット 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 菊沢 隆徳 静内 服部 牧場 B４６０＋ ２１：１８．９� １２．４	
７１２ ウォンビーロング 牝４鹿 ５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４６６＋ ２１：１９．２２ ４．６

２３ スマートアーサイト 牡４黒鹿５７ 小牧 太大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ２ 〃 クビ １７．９�
６１０	 シャカリキオー 牡４栗 ５７ 大庭 和弥友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 石川 栄一 B５２２± ０１：１９．３� ２２０．１�
５９ 
 エイシンフルハート 牡４栗 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 米

James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５１２－ ２１：１９．４クビ ６．３
２２ ダンサーズブロンド 牝５栗 ５５ 中舘 英二 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ３９８－１０１：１９．８２� １１１．１�
８１４ エヴァシャイン 牡７栗 ５７ 三浦 皇成田所 英子氏 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４８０－ ６１：１９．９� １０９．５�
６１１
 セイウンシェンロン 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二西山 茂行氏 河野 通文 米 Brilliant

Stables Inc. ４５４＋ ２ 〃 ハナ ３７．６�
８１５ アプローズヒーロー 牡７鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５８＋ ４１：２０．３２� ４４５．９�
５８ シンボリシュタルク 牡６鹿 ５７ 戸崎 圭太シンボリ牧場 菊川 正達 門別 シンボリ牧場 ５３６＋ ８１：２０．９３� ５４．６�

（大井）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，４２１，８００円 複勝： ５１，０８９，０００円 枠連： ２６，８５０，０００円

馬連： １０４，９５６，２００円 馬単： ６３，２２９，１００円 ワイド： ３５，５２２，５００円

３連複： １１２，１５５，７００円 ３連単： １８４，５４２，６００円 計： ６１０，７６６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２５０円 � ３２０円 � ６４０円 枠 連（３－４） １，３００円

馬 連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ５，７７０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� １，５８０円 �� ２，７３０円

３ 連 複 ��� １７，３１０円 ３ 連 単 ��� ９６，６００円

票 数

単勝票数 計 ３２４２１８ 的中 � ３４６８１（４番人気）
複勝票数 計 ５１０８９０ 的中 � ６００５０（４番人気）� ４２６４２（５番人気）� １８６６７（９番人気）
枠連票数 計 ２６８５００ 的中 （３－４） １５３４５（８番人気）
馬連票数 計１０４９５６２ 的中 �� ２９０４８（１１番人気）
馬単票数 計 ６３２２９１ 的中 �� ８０９０（２２番人気）
ワイド票数 計 ３５５２２５ 的中 �� ８０７８（１３番人気）�� ５５６３（２３番人気）�� ３１３５（３４番人気）
３連複票数 計１１２１５５７ 的中 ��� ４７８４（６５番人気）
３連単票数 計１８４５４２６ 的中 ��� １４１０（３３８番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．２―１１．６―１２．０―１２．０―１１．９―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．２―２９．８―４１．８―５３．８―１：０５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンシングマオ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Payant デビュー ２００９．１２．１３ 中山１着

２００７．４．１９生 牝４鹿 母 エスカビオーサ 母母 Elegia ８戦３勝 賞金 ２８，９４６，０００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。



１４０６９ ６月５日 曇 良 （２３東京３）第６日 第９競走 ��
��１，８００�ロ ベ リ ア 賞

発走１４時２５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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１２ インプレザリオ 牡３栗 ５６ 武 豊青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４９０＋ ８１：４７．５ ３．６�

６８ ランパスインベガス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ ５．２�
４４ コスモロビン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５２６＋１６１：４７．８２ ４．５�
１１ コスモヴェント 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 静内坂本牧場 ４７０－ ４１：４７．９クビ ３３．３�

（大井）

２２ � サトノオーランド 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 米 Iadora Farm ５１２＋１２１：４８．１１� ７．８�
７９ ジョウノアラミス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ ５．３�
３３ シャイニンロミオ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：４８．４２ １０．１	
８１１ サマーチェリー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義セゾンレースホース
 高橋 祥泰 日高 庄野牧場 ４５０－ ４１：４８．６１ １９．０�
６７ シンボリシュテルン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ５１４± ０１：４９．０２� ２５．０�
５６ エクスビート 牡３鹿 ５６ 小牧 太前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４４６－ ４１：４９．５３ ６５．１
５５ デルマバフチャラ 牝３栗 ５４ 田中 勝春浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 日高 ファニーヒルファーム ４３２＋ ２１：４９．７１� ３２６．５�
７１０ ケイアイアレス 牡３栗 ５６ 石橋 脩 
啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 ４７４± ０１：４９．８� １０１．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，７５０，２００円 複勝： ６３，８２８，９００円 枠連： ２６，８４０，７００円

馬連： １３３，１６６，３００円 馬単： ７４，３９４，３００円 ワイド： ４０，５７５，０００円

３連複： １３３，３８０，６００円 ３連単： ２５１，７９１，６００円 計： ７６０，７２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（６－８） ８４０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ３９０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� ９，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３６７５０２ 的中 � ８１９０５（１番人気）
複勝票数 計 ６３８２８９ 的中 � １１０９７３（１番人気）� １１０８０２（２番人気）� ９９４６４（３番人気）
枠連票数 計 ２６８４０７ 的中 （６－８） ２３６４１（３番人気）
馬連票数 計１３３１６６３ 的中 �� ８７４７８（４番人気）
馬単票数 計 ７４３９４３ 的中 �� ２３９２５（７番人気）
ワイド票数 計 ４０５７５０ 的中 �� ２３３００（４番人気）�� ２６６１０（２番人気）�� １８４５５（６番人気）
３連複票数 計１３３３８０６ 的中 ��� ５９９４３（３番人気）
３連単票数 計２５１７９１６ 的中 ��� １９４２６（１９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１２．１―１２．４―１２．３―１２．０―１１．０―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．４―３６．５―４８．９―１：０１．２―１：１３．２―１：２４．２―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．３

３ １（４，１１）５，７（８，６）２（９，１０）１２，３
２
４

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

勝馬の
紹 介

インプレザリオ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Alzao デビュー ２０１０．１２．２５ 中山２着

２００８．３．１７生 牡３栗 母 エスユーエフシー 母母 Familiar ８戦２勝 賞金 ２６，４３４，０００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。

１４０７０ ６月５日 曇 良 （２３東京３）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�ホンコンジョッキークラブトロフィー

発走１５時００分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．６．５以降２３．５．２９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ホンコンジョッキークラブ賞（１着）
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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

５７ ショウナンアクロス 牡６鹿 ５５ 吉田 豊国本 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 ５００＋ ２１：４７．３ ７．６�

６９ ヒシカツジェームス 牡４栗 ５７ 蛯名 正義阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７２± ０１：４７．５１� １．７�
２２ フェイマステイル 牡５鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ １６．５�
７１０� クラレットジャグ �６鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４７２± ０１：４７．６	 ２２．４�
１１ ヒカルアカツキ 牡４青鹿５５ 横山 典弘高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ６．０�
６８ レッドヴァンクール 牡５鹿 ５５ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５３４＋ ２１：４７．７クビ １０．７	
３３ � インザブラック 牡５黒鹿５４ 岩田 康誠臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 ５１６－ ６１：４７．９１ ２６．８

５６ マイネルモデルノ 牡７鹿 ５５ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５０２－ ２ 〃 クビ １７．２�
（大井）

８１２ トーセンオーパス 牡５鹿 ５４ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：４８．１１� ４３．５
８１３ マイネルナタリス 牡４黒鹿５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４５４± ０ 〃 クビ ７６．９�
７１１ アマミスウィフト 牡７鹿 ５２ 小林 淳一鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４５８＋ ２１：４８．２クビ １３４．４�
４５ グ リ フ ィ ス �６鹿 ５２ 池添 謙一 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４８± ０ 〃 クビ １１９．８�
４４ � ミウラジェット 牡７黒鹿５０ 嶋田 純次佐藤 明氏 柄崎 孝 三石 久米 和夫 ４６６－ ６１：４８．６２	 ３３７．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４３，０４０，０００円 複勝： ６０，６５４，５００円 枠連： ３５，７７２，８００円

馬連： １５９，７１０，５００円 馬単： １１３，４２３，１００円 ワイド： ４６，６６７，２００円

３連複： １６４，６６３，０００円 ３連単： ３７２，３１７，８００円 計： ９９６，２４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（５－６） ３５０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １，１２０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� １３，１８０円

票 数

単勝票数 計 ４３０４００ 的中 � ４５０６３（３番人気）
複勝票数 計 ６０６５４５ 的中 � ７３３４９（３番人気）� ２６６６８８（１番人気）� ３４８１３（５番人気）
枠連票数 計 ３５７７２８ 的中 （５－６） ７６５９０（１番人気）
馬連票数 計１５９７１０５ 的中 �� ２２８２８４（２番人気）
馬単票数 計１１３４２３１ 的中 �� ４５１０８（７番人気）
ワイド票数 計 ４６６６７２ 的中 �� ４９１６３（２番人気）�� ９１０７（１５番人気）�� ２１６２１（５番人気）
３連複票数 計１６４６６３０ 的中 ��� ５８８７１（７番人気）
３連単票数 計３７２３１７８ 的中 ��� ２０８５９（３８番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１１．８―１２．２―１２．３―１２．０―１１．３―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３６．４―４８．６―１：００．９―１：１２．９―１：２４．２―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．４

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

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

ショウナンアクロス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 In The Wings デビュー ２００７．７．１５ 新潟６着

２００５．１．２０生 牡６鹿 母 バブルウイングス 母母 Bubble Prospector ４６戦４勝 賞金 ８０，３０１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。

２レース目



１４０７１ ６月５日 曇 良 （２３東京３）第６日 第１１競走
第６１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） （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 ，
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

１：３１．４
１：３１．４
１：３１．７

良

良

良

７１４ リアルインパクト 牡３鹿 ５４ 戸崎 圭太 キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９４－ ２１：３２．０ ２９．３
（大井）

１１ ストロングリターン 牡５鹿 ５８ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１８－ ２ 〃 クビ １１．９

２３ スマイルジャック 牡６黒鹿５８ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９０－ ６１：３２．１ ９．８

２４ クレバートウショウ 牡５鹿 ５８ 武 豊田 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ５０４＋ ４ 〃 クビ ２７．２

８１６ ジョーカプチーノ 牡５芦 ５８ 福永 祐一上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ５３２＋ ６ 〃 ハナ １８．０

４８ ア パ パ ネ 牝４鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ８１：３２．２ ２．２

５１０ リ デ ィ ル 牡４栗 ５８ 中舘 英二前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２＋ ６１：３２．３ ３４．２

１２ シ ル ポ ー ト 牡６鹿 ５８ 小牧 太百万 武夫氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９６＋ ２１：３２．４ １１．９

５９ ビューティーフラッシュ ６栗 ５８ W．マーウィング S．コック氏 A．クルーズ 新 Windsor Park
Stud Ltd ５３４－１０１：３２．５ ２５．６

（Beauty Flash（NZ）） （香港） （香港）

７１３ ダノンヨーヨー 牡５栗 ５８ C．ウィリアムズ ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１２－ ２ 〃 アタマ ５．１
（豪）

３６ サ ム ザ ッ プ ７鹿 ５８ B．プレブル C．リョン氏 C．ファウンズ 新
Miss S A Hale,N
W Johnstone &
R M Stent

５２２－１０１：３２．７１ ３５．４
（Thumbs Up（NZ）） （香港） （香港）

８１７ エーシンフォワード 牡６鹿 ５８ 岩田 康誠 栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４９２± ０１：３３．０１ ３０．９

３５ サ ン カ ル ロ 牡５黒鹿５８ 横山 典弘 社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００－ ４１：３３．１ ３３．９

４７ シルクアーネスト 牡４栗 ５８ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４８８± ０ 〃 ハナ ８６．１

７１５ ビービーガルダン 牡７青鹿５８ 佐藤 哲三 坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 ５１０＋ ２１：３３．２クビ １６９．７

６１１ コスモセンサー 牡４栗 ５８ 松岡 正海 ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５０６± ０１：３３．４１ ２０２．６

８１８ リーチザクラウン 牡５青鹿５８ 北村 宏司西山 茂行氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１４－ ２ 〃 ハナ ３６．１

６１２ ライブコンサート ７黒鹿５８ 藤田 伸二グリーンフィールズ 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４７８＋ ２１：３３．９３ １１８．５

（１８頭）

売 得 金
単勝： ５２８，０５３，６００円 複勝： ５８２，３８５，９００円 枠連： ５７４，９４３，０００円 馬連： ２，３６６，４７６，６００円 馬単： １，３４９，９８４，０００円

ワイド： ６５０，５０８，９００円 ３連複： ３，２０１，６３６，４００円 ３連単： ６，４３２，３１６，６００円 ５重勝： １，２６７，５６８，３００円 計： １６，９５３，８７３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 ２，９３０円 複 勝 ７１０円 ４２０円 ３４０円 枠 連（１－７） １，０９０円

馬 連 １２，２７０円 馬 単 ２５，８１０円

ワ イ ド ２，９８０円 ３，７５０円 １，５８０円

３ 連 複 ４４，０９０円 ３ 連 単 ３３５，６００円

５ 重 勝
対象競走：阪神１０R／東京１０R／新潟１１R／阪神１１R／東京１１R

キャリーオーバー なし６，８７８，４３０円

票 数

単勝票数 計５２８０５３６ 的中 １４２１４２（９番人気）
複勝票数 計５８２３８５９ 的中 ２０１７１２（８番人気） ３７４２２７（４番人気） ４８３１０３（３番人気）
枠連票数 計５７４９４３０ 的中 （１－７） ３８９６９８（４番人気）
馬連票数 計２３６６４７６６ 的中 １４２３７５（３６番人気）
馬単票数 計１３４９９８４０ 的中 ３８６０９（６８番人気）
ワイド票数 計６５０５０８９ 的中 ５３３７７（３４番人気） ４２２４１（３９番人気） １０３６３９（１４番人気）
３連複票数 計３２０１６３６４ 的中 ５３５９１（１２０番人気）
３連単票数 計６４３２３１６６ 的中 １４１４５（８１４番人気）
５重勝票数 差引計１２６７５６８３（返還計４００７９３） 的中 １３６

ハロンタイム １２．３―１０．７―１０．９―１１．５―１１．６―１１．２―１１．６―１２．２

通過タイム
２００ ４００ ６００ ８００ １，０００ １，２００ １，４００
１２．３―２３．０―３３．９―４５．４―５７．０―１：０８．２―１：１９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．０
３ ２，１６－（４，１４）１８（９，１５）８，１１（１０，１２）（１，７）（３，５）６，１３，１７ ４ ２，１６（４，１４）１８（８，９）１５，１１，１０（１，７，１２，５）（３，６，１３）１７

勝馬の
紹 介

リアルインパクト 父 ディープインパクト 母父 Meadowlake デビュー ２０１０．１０．２４ 東京１着
２００８．５．１４生 牡３鹿 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality ６戦２勝 賞金 １７７，８８８，０００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。
（非抽選馬） １頭 ドリームゼニス号
※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。

１４０７２ ６月５日 曇 良 （２３東京３）第６日 第１２競走
被災地支援競走

１，６００ひ か り 賞
発走１６時２５分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．６．５以降２３．５．２９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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円

コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１４ ロンギングスター 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４６８＋ ２１：３６．１ ７．６

５９ スタッドジェルラン 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４９６－ ４ 〃 ハナ ４．９

４６ タイセイワイルド 牡４鹿 ５５ 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ６１：３６．３１ ９．５

４７ グラヴィテーション 牡５鹿 ５６ 三浦 皇成清水 二朗氏 本間 忍 三石 中田 英樹 ５１６＋ ６１：３６．６２ ５．１

８１５ セ イ リ オ ス 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４７２－ ４ 〃 ハナ ４．０

７１２ デンコウヤマト 牡５栗 ５５ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４８６＋ ４１：３６．７ ３３．１

３５ ニシノヴァンクール 牡４青鹿５５ 戸崎 圭太西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５０２＋ ６１：３６．８クビ １７．５
（大井）

６１１ カネスラファール 牡７黒鹿５３ 小林 淳一杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 ４８０－ ８１：３６．９ ２２９．３

２２ サンマルセイコー 牝８黒鹿５０ 嶋田 純次相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４９２＋ ２１：３７．２１ ２０６．２

３４ ビギンマニューバー ６黒鹿５５ 藤田 伸二前田 晋二氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋ ４ 〃 ハナ １０．４

１１ ラ ル ー チ ェ 牝５芦 ５３ 松岡 正海植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４９０－ ２１：３７．５１ ３１．０

７１３ トウカイプライム 牡６黒鹿５３ 武士沢友治内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５６± ０１：３８．３５ １８３．４

５８ マエストラーレ 牝５鹿 ５３ 柴田 善臣 社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８＋ ４１：３８．５１ １２．６

６１０ タカラサンデー 牡５栗 ５５ 北村 宏司村山 義男氏 国枝 栄 新ひだか 幌村牧場 ５０８－１０１：３９．７７ １９．０

２３ アグネスエナジー 牡６黒鹿５３ 江田 照男渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム B４９６－ ２１：４２．９大差 １１０．４

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８２，８７８，５００円 複勝： １２３，４５７，４００円 枠連： ８５，２５６，３００円

馬連： ２８８，０５１，７００円 馬単： １５５，９５６，０００円 ワイド： ９８，３５９，０００円

３連複： ３４２，５６８，７００円 ３連単： ６４７，６１８，４００円 計： １，８２４，１４６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 ７６０円 複 勝 ２５０円 ２１０円 ３２０円 枠 連（５－８） ４６０円

馬 連 ２，２００円 馬 単 ５，０００円

ワ イ ド ９２０円 １，６４０円 １，１５０円

３ 連 複 ９，３００円 ３ 連 単 ５５，０４０円

票 数

単勝票数 計 ８２８７８５ 的中 ８６９９７（４番人気）
複勝票数 計１２３４５７４ 的中 １３４５４４（４番人気） １６９７１２（３番人気） ９５２５１（５番人気）
枠連票数 計 ８５２５６３ 的中 （５－８） １３７１１１（１番人気）
馬連票数 計２８８０５１７ 的中 ９６７５８（７番人気）
馬単票数 計１５５９５６０ 的中 ２３０２９（１８番人気）
ワイド票数 計 ９８３５９０ 的中 ２６９６０（８番人気） １４５５５（２０番人気） ２１２４３（１４番人気）
３連複票数 計３４２５６８７ 的中 ２７１８７（３２番人気）
３連単票数 計６４７６１８４ 的中 ８６８５（１８３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．９―１２．４―１２．３―１１．９―１２．０―１２．７

通過タイム
２００ ４００ ６００ ８００ １，０００ １，２００ １，４００
１２．２―２２．９―３４．８―４７．２―５９．５―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４F４８．９―３F３６．６
３ １０－（３，６）１４，４（９，１３）（２，１５）１２（７，１１）８，５－１ ４ ・（１０，６）３－１４，４（９，１３）１５（２，７）（１２，１１）－（５，８）－１

勝馬の
紹 介

ロンギングスター 父 ゴールドアリュール 母父 サクラユタカオー デビュー ２００９．１１．１５ 東京１着
２００７．３．２３生 牡４栗 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク １０戦４勝 賞金 ６０，５５６，０００円

〔制裁〕 デンコウヤマト号の騎手小島太一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（５番への進路
影響）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスエナジー号は，平成２３年７月５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。

牝馬
５レース目



（２３東京３）第６日 ６月５日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

３７０，３６０，０００円
３，２２０，０００円
２６，２８０，０００円
６，８８０，０００円
３５，０３０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６１，６１９，５００円
５，２４２，０００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
８７８，２４９，４００円
１，１３２，６３０，１００円
８７５，７８７，８００円
３，４９３，７９７，０００円
２，０５８，８２９，０００円
１，０４１，８９２，６００円
４，４７４，３１９，３００円
８，７４０，５３２，４００円
１，２６７，５６８，３００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
５ 重 勝
計 ２３，９６３，６０５，９００円

総入場人員 ６５，７７９名 （有料入場人員 ６３，８８２名）




