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１４０７３ ６月１１日 雨 重 （２３東京３）第７日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時０５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

７１１ ナムラエメラルド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４４８－ ２１：２５．８ ７．１�

６８ ハードボイルド 牡３栗 ５６ 石神 深一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ５１０＋ ４１：２５．９� ９．３�
４５ エフティシュタルク 牡３青鹿５６ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ５２８－ ２ 〃 クビ １．４�
３３ � キ ザ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉澤 克己氏 戸田 博文 米

Petaluma
Bloodstock &
Andre Lynch

４５２＋ ２１：２６．０� １５．２�
６９ ビリーヴマイン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４３８＋１０１：２６．３２ ３４．２�
５７ トウショウジャック 牡３栗 ５６ 吉田 豊トウショウ産業� 中島 敏文 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６＋ ２１：２６．４� １０．５	
５６ ソレイユレディー 牝３黒鹿５４ 石橋 脩難波 澄子氏 田島 俊明 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３０＋ ４１：２６．９３ １７７．１

２２ タツサイゴン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文鈴木 昭作氏 古賀 史生 新ひだか 株式会社平井牧場 ５０６－ ２１：２７．０� ７２．０�
１１ エムオーテースト 牝３栗 ５４ 柴田 善臣大浅 貢氏 久保田貴士 日高 門別牧場 ４７８－ ２１：２７．８５ ８５．８�
７１０ ダノンスプリーム 牡３栗 ５６ 田中 勝春�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B４４０－ ６１：２７．９� １９．１
８１２ ヒダノエリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生井上 久光氏 高市 圭二 新ひだか 木田牧場 ４２２＋ ６１：２８．０クビ ５１４．４�
４４ ニシノエックス 牡３栗 ５６ 江田 照男西山 茂行氏 高木 登 むかわ 西山牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ １６８．２�
８１３ エアクイゾン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �ラッキーフィールド奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４８４＋ ２１：２８．３２ ２３７．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，４０７，８００円 複勝： ７０，８７３，２００円 枠連： １１，８４８，８００円

馬連： ４６，０４０，５００円 馬単： ３８，７８０，４００円 ワイド： ２１，９００，１００円

３連複： ６３，２２４，０００円 ３連単： １２０，５５８，７００円 計： ３９４，６３３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（６－７） １，４４０円

馬 連 �� ２，９３０円 馬 単 �� ５，０７０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ２１０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� １０，６００円

票 数

単勝票数 計 ２１４０７８ 的中 � ２４０１６（２番人気）
複勝票数 計 ７０８７３２ 的中 � ５３２０９（２番人気）� ４９１３３（３番人気）� ４９２２６６（１番人気）
枠連票数 計 １１８４８８ 的中 （６－７） ６０８３（５番人気）
馬連票数 計 ４６０４０５ 的中 �� １１６０２（９番人気）
馬単票数 計 ３８７８０４ 的中 �� ５６５０（１４番人気）
ワイド票数 計 ２１９００１ 的中 �� ９０６９（６番人気）�� ２８４４５（１番人気）�� ２６７４５（２番人気）
３連複票数 計 ６３２２４０ 的中 ��� ５６２０６（１番人気）
３連単票数 計１２０５５８７ 的中 ��� ８４００（３４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．５―１２．１―１２．７―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．９―４７．０―５９．７―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラエメラルド �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 フオテイテン デビュー ２０１０．１２．２５ 中山９着

２００８．５．４生 牝３鹿 母 ナムラキャサリン 母母 フ ェ ナ ７戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔制裁〕 ニシノエックス号の騎手江田照男は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２３年６月１８日から

平成２３年６月２６日まで騎乗停止。
〔その他〕 ニシノエックス号〔１２位入線〕は，最後の直線コースで急に外側に斜行して「ダノンスプリーム」号〔１０位入線〕の走行を妨

害。

１４０７４ ６月１１日 雨 重 （２３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３５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

８１３ ロジッツェル 牡３栗 ５６ 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９８± ０１：３８．７ ３．８�

７１１ ワンダースピンドル 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４７４－ ２１：３８．９１� ４．７�
４４ タカノオーカン 牡３栗 ５６ 柴原 央明山口多賀司氏 昆 貢 浦河 惣田 英幸 ４８４＋ ８ 〃 ハナ ２０．１�
５６ タングルジャングル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 日高 日高大洋牧場 ４５２－ ２１：３９．０� ３．１�
４５ シルクオフィサー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４± ０１：３９．１クビ ６．２�
７１０ ヤマチョウフェア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４６４ ― 〃 クビ ９７．１�
６９ レノヴァティオトラ 牡３鹿 ５６ 江田 照男西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 B４５８± ０１：３９．９５ ５４．７	
６８ シャンドゥリエ 牡３芦 ５６

５３ ▲横山 和生 
社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４２４－１６１：４０．１１� ５７．２�
２２ コウヨウメビウス 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４６６－ ４１：４０．４２ ７５．１�
３３ レッドグランディス 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４５０± ０１：４０．６１� ９．３
５７ オ リ ジ ン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム ４７２－ ６１：４１．６６ １３．９�
１１ スタンドアップ 牡３栗 ５６ 小林 淳一
本桐牧場 土田 稔 新ひだか 本桐牧場 ４６６ ―１：４２．０２� ２５５．３�
８１２ アシヤミユキ 牝３芦 ５４

５１ ▲菅原 隆一
�屋 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４５２－ ２１：４４．７大差 ４９７．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，７５１，９００円 複勝： ２９，６７６，１００円 枠連： １１，６４５，３００円

馬連： ４８，２２１，４００円 馬単： ３３，７８３，９００円 ワイド： ２０，４９４，１００円

３連複： ５８，６９８，４００円 ３連単： ９９，４４１，１００円 計： ３２０，７１２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ４２０円 枠 連（７－８） ６２０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ９４０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ４，０２０円 ３ 連 単 ��� １５，２００円

票 数

単勝票数 計 １８７５１９ 的中 � ３９６７３（２番人気）
複勝票数 計 ２９６７６１ 的中 � ５４６１８（３番人気）� ５５２３５（２番人気）� １３９３４（７番人気）
枠連票数 計 １１６４５３ 的中 （７－８） １３８８２（３番人気）
馬連票数 計 ４８２２１４ 的中 �� ５３１３３（２番人気）
馬単票数 計 ３３７８３９ 的中 �� ２１４０１（１番人気）
ワイド票数 計 ２０４９４１ 的中 �� １８９７７（２番人気）�� ５０６４（１４番人気）�� ４５１１（１６番人気）
３連複票数 計 ５８６９８４ 的中 ��� １０７９２（１６番人気）
３連単票数 計 ９９４４１１ 的中 ��� ４８３０（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．９―４８．４―１：０１．２―１：１３．７―１：２６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３７．５
３ ４，１１（２，１３）（６，１０）（５，１２）（７，９，８）－（１，３） ４ ４，１１，２（６，１３）（５，１０）（７，８）（１２，９）－（１，３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロジッツェル �
�
父 スニッツェル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１０．７．１８ 函館４着

２００８．２．２２生 牡３栗 母 グリントウィーク 母母 グリーティングス ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アシヤミユキ号は，平成２３年７月１１日まで平地競走に出走できない。
※アシヤミユキ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第３回　東京競馬　第７日



１４０７５ ６月１１日 雨 重 （２３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０５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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

１１ トキノサコン 牡３栗 ５６ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４７４± ０１：２４．４ ９．０�

７１４ マイネルゴラッソ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４６４± ０１：２４．６１� １２．３�

７１５ エーシンイグアス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�栄進堂 畠山 吉宏 新ひだか 木田牧場 ４９６± ０ 〃 クビ ８．３�
２３ アップルジャック 牡３黒鹿５６ 北村 宏司藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５１０± ０１：２４．７� ６．０�
７１３ ユキノアイオロス �３鹿 ５６ 横山 典弘井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム B４５６＋ ２１：２４．９１� ５．６�
８１６ オ リ フ ァ ン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２ 〃 アタマ ９６．８	
４７ メイケイダンサー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 大西ファーム ４８０－ ２１：２５．０クビ １４．５

８１８ ヒカルハナフブキ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生�橋 京子氏 高木 登 むかわ 宇南山牧場 ４０４＋ ４ 〃 クビ ５６．２�
５９ ウイニングティアラ 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �グリーンファーム 矢野 英一 浦河 鎌田 正嗣 ４６０± ０１：２５．１	 ２１．８�
１２ シュガーキッス 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉ディアレスト 高橋 裕 新冠 山内 鈴子 ４３８＋ ２１：２５．２クビ ９４．０
８１７ アランルース �３栃栗５６ 三浦 皇成�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４２８－ ４１：２５．５１� ９４．２�
４８ トウショウレガーロ �３鹿 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ４．０�
３６ ソルトキャスケード 牝３鹿 ５４ 松岡 正海伊藤 仁氏 萱野 浩二 日高 白井牧場 ４５６＋ ２１：２６．２４ ６．３�
５１０ ワンステップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次楠本 勝美氏 水野 貴広 新冠 芳住 革二 ４１８ ―１：２６．３� ３６９．７�
２４ キョウエイアロマ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥田中 晴夫氏 萱野 浩二 むかわ 市川牧場 ４１０＋ ８１：２６．４� １４５．１�
６１２ オンワードガイア 牝３栗 ５４ 大野 拓弥�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４４０＋２０１：２６．５クビ ３６５．０�
３５ プレスミーダ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一魚住 明氏 秋山 雅一 浦河 恵比寿牧場 ４３２ ―１：２７．４５ ３１４．６�
６１１ ウエスタンスパート 牝３栗 ５４ 吉田 豊西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか 北西牧場 ４５８ ―１：２７．５クビ １２０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，２０３，５００円 複勝： ３５，３８６，８００円 枠連： １６，８３９，１００円

馬連： ５８，５７７，３００円 馬単： ３４，５５１，２００円 ワイド： ２３，７０９，８００円

３連複： ７３，６７９，２００円 ３連単： １１０，０８８，９００円 計： ３７１，０３５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３００円 � ４２０円 � ２９０円 枠 連（１－７） １，２００円

馬 連 �� ５，７８０円 馬 単 �� １１，９７０円

ワ イ ド �� １，６１０円 �� １，１９０円 �� ２，６１０円

３ 連 複 ��� ２６，８７０円 ３ 連 単 ��� １３９，６００円

票 数

単勝票数 計 １８２０３５ 的中 � １６０８６（６番人気）
複勝票数 計 ３５３８６８ 的中 � ３２５７０（６番人気）� ２０８５８（８番人気）� ３４３６７（５番人気）
枠連票数 計 １６８３９１ 的中 （１－７） １０４０２（６番人気）
馬連票数 計 ５８５７７３ 的中 �� ７４９１（２５番人気）
馬単票数 計 ３４５５１２ 的中 �� ２１３２（５２番人気）
ワイド票数 計 ２３７０９８ 的中 �� ３６３２（２２番人気）�� ４９９９（１６番人気）�� ２２０２（３３番人気）
３連複票数 計 ７３６７９２ 的中 ��� ２０２４（８１番人気）
３連単票数 計１１００８８９ 的中 ��� ５８２（４０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．１―３５．８―４７．９―５９．８―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トキノサコン �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１１．２０ 福島４着

２００８．４．３０生 牡３栗 母 スプリングバーベナ 母母 イズミプリンセス ６戦１勝 賞金 ８，１５０，０００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 タケショウデオ号

１４０７６ ６月１１日 雨 重 （２３東京３）第７日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５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

３４ イッツスパーブ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６４＋１２１：５０．５ １５．８�

６１１ エーブフウジン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ３．１�

１１ ヒカルウインド 牡３青鹿５６ 横山 典弘�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４６８－ ２ 〃 アタマ ４．９�
８１４ マイネローレライ 牝３青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 田中 裕之 ４７６± ０１：５０．８２ ４．６�
５８ サトノナイト 牡３鹿 ５６ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：５０．９クビ ４．５�
４６ サンデンマックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム ４８４－ ２１：５１．１１� ６１．５	
５９ ラシアンウッズ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２１：５１．２クビ ２３．６

４７ スウェージー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６４－１０１：５１．６２� ４９．３�
６１０ オーロラスクリーン 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥�大川牧場 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４４０－ ６１：５２．３４ １７．１�
２２ マリブビーチ 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８８＋２２１：５２．８３ ５４．６
２３ サファリトップガン 牡３栗 ５６ 小林 淳一熊久保勅夫氏 佐藤 吉勝 日高 厚賀古川牧場 B４４８＋ ４１：５２．９� ４１５．９�
７１２ ゴールドアグライア 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西浦 和男氏 稲葉 隆一 浦河 丸幸小林牧場 ４６２－１０ 〃 ハナ １８．２�
３５ ウインロザリー 牝３青 ５４ 田中 勝春�ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４３２－１４１：５３．０� ９３．６�
７１３ ローズベリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生吉田 和子氏 松永 康利 新ひだか 原 達也 ３９６＋ ６１：５３．４２� ３１９．０�
８１５ レピドライト 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント B４２６－ ２１：５３．７１� ４７４．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，７４７，８００円 複勝： ３７，２７８，７００円 枠連： １３，５８４，６００円

馬連： ５６，６４２，５００円 馬単： ３５，７２３，２００円 ワイド： ２２，９１５，２００円

３連複： ６６，６９３，５００円 ３連単： １０５，８１８，４００円 計： ３６１，４０３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ３３０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（３－６） １，６３０円

馬 連 �� ２，３７０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ８５０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，７２０円 ３ 連 単 ��� ２４，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２２７４７８ 的中 � １１３７４（５番人気）
複勝票数 計 ３７２７８７ 的中 � ２２０４５（６番人気）� ７９６２１（１番人気）� ７３４３６（２番人気）
枠連票数 計 １３５８４６ 的中 （３－６） ６１７６（７番人気）
馬連票数 計 ５６６４２５ 的中 �� １７６５２（８番人気）
馬単票数 計 ３５７２３２ 的中 �� ４９０５（１９番人気）
ワイド票数 計 ２２９１５２ 的中 �� ７１９３（８番人気）�� ６１８８（１０番人気）�� ２１７０５（２番人気）
３連複票数 計 ６６６９３５ 的中 ��� １８１３２（７番人気）
３連単票数 計１０５８１８４ 的中 ��� ３１４６（６８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．５―１２．２―１２．９―１２．７―１１．８―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３５．５―４７．７―１：００．６―１：１３．３―１：２５．１―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．２

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

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

イッツスパーブ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１７ 新潟１３着

２００８．４．２３生 牝３鹿 母 シュペリユール 母母 ファビラスラフイン １２戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円



１４０７７ ６月１１日 小雨 重 （２３東京３）第７日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２５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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

７１３ トキノエクセレント 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４４６＋ ４１：２４．４ １．７�

６１１ エイコオウイング 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４５６＋ ２１：２４．６１� ６．８�
５９ リーサムダイチ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４６６± ０１：２４．９１� １２．１�
２４ コ ア ヨ カ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４７２＋ ２１：２５．０クビ ２２．７�
６１２ フラワーロック 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４６４－ ２１：２５．３１� ２０．２�
３６ マルタカシクレノン 牡３青鹿５６ 大庭 和弥國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４８４＋ ２１：２５．４� ２１．２�
２３ コスモオウガイ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 長浜 忠 ４９２－ ２１：２５．５� １９１．５	
４７ トーセンレラ 牡３青鹿５６ 田中 勝春島川 
哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８４± ０１：２６．１３� ４０．５�
１１ マイネルパルフェ 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 荻伏三好フ
アーム ４７２－ ４１：２６．２クビ ４５．３

４８ スマイルダンサー 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４７０＋ ８１：２６．３� ９５．３�

８１５ プライドワン 牡３鹿 ５６ 柴原 央明三枝 栄二氏 昆 貢 日高 新井 昭二 ４７６± ０１：２６．４クビ ７０．５�
１２ トーアクリスタル 牡３芦 ５６ 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５３２＋ ４１：２６．５� ８５．１�
８１６ ツクババレー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 ヤナガワ牧場 ４４４－１０１：２６．９２� １０３．８�
５１０ ホリデイトウショウ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生トウショウ産業� 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 ４５６＋ ４１：２７．３２� ３７．５�
３５ スラストライン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ４１：２７．４クビ ６．３�
７１４ ホワイトアッシュ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義布施 光章氏 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４４４± ０１：２７．６１� ６８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４９４，６００円 複勝： ３８，７８１，１００円 枠連： １７，５３９，６００円

馬連： ５９，５０４，３００円 馬単： ４２，１７８，３００円 ワイド： ２８，３６２，３００円

３連複： ７６，２０４，３００円 ３連単： １２７，８２９，８００円 計： ４１３，８９４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（６－７） ３７０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ３６０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ３，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２３４９４６ 的中 � １１０５７８（１番人気）
複勝票数 計 ３８７８１１ 的中 � １５６８０１（１番人気）� ４２０１５（３番人気）� ３２２９５（４番人気）
枠連票数 計 １７５３９６ 的中 （６－７） ３５５０３（１番人気）
馬連票数 計 ５９５０４３ 的中 �� ７７８６８（１番人気）
馬単票数 計 ４２１７８３ 的中 �� ３７９４７（１番人気）
ワイド票数 計 ２８３６２３ 的中 �� ２７３７６（１番人気）�� ２０２６３（３番人気）�� ６８８７（９番人気）
３連複票数 計 ７６２０４３ 的中 ��� ４５４２１（１番人気）
３連単票数 計１２７８２９８ 的中 ��� ２９８９２（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．２―１２．２―１２．８―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．４―４６．６―５９．４―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トキノエクセレント �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．８．２２ 新潟５着

２００８．３．２６生 牡３黒鹿 母 ダンシングドミニア 母母 ダナグルーム ９戦２勝 賞金 ２１，１００，０００円
〔制裁〕 トキノエクセレント号の騎手三浦皇成は，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５０，０００円。（１４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シゲルトウドリ号・ニシノゲイナー号

１４０７８ ６月１１日 曇 重 （２３東京３）第７日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５５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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１１� メ ー ヴ ェ 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs
Jean P. Clee ４５０－ ４１：４９．８ ７．５�

３３ プレミアムテースト 牡３青 ５６ 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 ４３６－ ４ 〃 ハナ ３．７�
７８ グレートマーシャル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７４－ ３１：５０．２２� １２．７�
１１ マイネクイーン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４４０＋ ２１：５０．４１� ３．３�
２２ ロ ジ ハ ー ツ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：５０．９３ ４．３�
８１０ バンスタンウォルツ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００＋ ４１：５１．０クビ ６．０	
７９ 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 B４６８－ ２１：５１．１	 ７２．３

５５ 
 ウォッチバレー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一金井 順一氏 石栗 龍彦 日高 沖田牧場 ４６２＋１４１：５１．３１� ８７．２�
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± ０１：５１．４� ３７．５�
４４ マスイルベッロ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 中田 浩美 ４３２－ ６１：５１．５� ４５７．１
６６ 
 トミケンヴァースト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥冨樫 賢二氏 和田正一郎 むかわ エスティウィンファーム ４３６－ ６１：５１．６� ８２．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，１５４，８００円 複勝： ３２，３８８，９００円 枠連： １３，７８５，６００円

馬連： ５３，７１１，８００円 馬単： ３６，８３５，０００円 ワイド： １９，９６０，５００円

３連複： ６０，６９４，７００円 ３連単： １１９，７６１，２００円 計： ３５９，２９２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � ３４０円 枠 連（３－８） ６８０円

馬 連 �� １，５２０円 馬 単 �� ３，２００円

ワ イ ド �� ６４０円 �� １，０３０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 ��� ２６，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２２１５４８ 的中 � ２３５９０（５番人気）
複勝票数 計 ３２３８８９ 的中 � ４２７４９（５番人気）� ５９８０９（２番人気）� ２１１３１（６番人気）
枠連票数 計 １３７８５６ 的中 （３－８） １５０６６（３番人気）
馬連票数 計 ５３７１１８ 的中 �� ２６１１０（９番人気）
馬単票数 計 ３６８３５０ 的中 �� ８５２１（１７番人気）
ワイド票数 計 １９９６０５ 的中 �� ７９１５（１１番人気）�� ４６８１（１５番人気）�� ５４６４（１３番人気）
３連複票数 計 ６０６９４７ 的中 ��� ８５３８（１９番人気）
３連単票数 計１１９７６１２ 的中 ��� ３３５６（９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．９―３６．９―４９．０―１：０１．７―１：１４．３―１：２６．０―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．５

３ ９，１０（１，６，７）（２，１１）８（４，３，５）
２
４

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

�メ ー ヴ ェ �
�
父 Motivator �

�
母父 Shirley Heights デビュー ２０１０．８．１４ 札幌５着

２００８．５．８生 牝３黒鹿 母 Top Table 母母 Lora’s Guest １０戦２勝 賞金 ２２，２００，０００円



１４０７９ ６月１１日 曇 重 （２３東京３）第７日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２５分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３３ トレジャーチェスト 牝４芦 ５５ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ６１：３７．５ ２３．６�

６９ � ライラックパンチ 牝４栗 ５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：３７．６� ２．６�
７１０ デ ィ ミ ー タ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４４４＋ ６１：３７．８１� ５．０�
２２ チャレンジフラッグ 牝４芦 ５５ 後藤 浩輝石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５２０± ０ 〃 ハナ ６．５�
５７ レッドプラネット 牝４青鹿５５ 武士沢友治�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４７２± ０１：３８．２２� ６．７�
４４ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５０＋ ４１：３８．４１� １０３．８	
４５ リ ズ モ ア 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４２２＋ ４１：３８．５クビ ９．３

７１１� モエレポールスター 牝４青鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次三枝 栄二氏 伊藤 伸一 新ひだか 中村 和夫 ４６８＋１０１：３８．７１� ３１１．５�
５６ � ルペルカリア 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４６２－ ８１：３８．８クビ １３．４�
８１２ ヤマノトップラン 牝４栗 ５５ 田中 勝春澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 新ひだか 前川 隆則 ４８６＋ ４ 〃 クビ １８．１
８１３ ミエノグレース 牝４栗 ５５ 石橋 脩里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B４９８＋ ６１：３８．９クビ ２９．３�
１１ オンザスローン 牝５鹿 ５５ 吉田 豊加藤 徹氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４３６－ ４１：３９．０� ２０．８�
６８ � トウカイカラー 牝４黒鹿５５ 横山 義行内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４２６＋１０１：３９．１クビ ４４９．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，９６６，０００円 複勝： ４０，７１７，５００円 枠連： １６，１２２，９００円

馬連： ６６，８１７，３００円 馬単： ４１，６５３，８００円 ワイド： ２６，２２２，３００円

３連複： ７７，６８６，４００円 ３連単： １２４，９５５，１００円 計： ４１７，１４１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３６０円 複 勝 � ４７０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（３－６） ２，６７０円

馬 連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ７，３４０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� １，６３０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ５，６８０円 ３ 連 単 ��� ５２，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２２９６６０ 的中 � ７６７０（９番人気）
複勝票数 計 ４０７１７５ 的中 � １６１２７（９番人気）� １０２５１５（１番人気）� ５６５９１（３番人気）
枠連票数 計 １６１２２９ 的中 （３－６） ４４６６（１３番人気）
馬連票数 計 ６６８１７３ 的中 �� １８８４２（１１番人気）
馬単票数 計 ４１６５３８ 的中 �� ４１９２（２６番人気）
ワイド票数 計 ２６２２２３ 的中 �� ７８１３（９番人気）�� ３６８３（２７番人気）�� １８２５１（２番人気）
３連複票数 計 ７７６８６４ 的中 ��� １０１０５（１８番人気）
３連単票数 計１２４９５５１ 的中 ��� １７４３（１８９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．７―１１．９―１２．４―１２．４―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．４―４７．３―５９．７―１：１２．１―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トレジャーチェスト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Red Ransom デビュー ２００９．８．１ 新潟４着

２００７．３．１０生 牝４芦 母 ディアマンノワール 母母 Diamond Danz ９戦２勝 賞金 １４，６００，０００円

１４０８０ ６月１１日 曇 重 （２３東京３）第７日 第８競走 ��３，３００�第１３回東京ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走１４時００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 ３０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ７，５００，０００円 ４，５００，０００円 ３，０００，０００円
付 加 賞 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード３：３５．１良

２２ マジェスティバイオ 牡４鹿 ６０ 柴田 大知バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ４９２± ０３：４０．４ ３６．４�

８１３ マサノブルース �４鹿 ６０ 佐久間寛志猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 ４３４＋ ４３：４１．１４ ９７．２�
３４ ビーアウェイク 牡４黒鹿６０ 高野 和馬�和田牧場 和田 正道 新ひだか 原 達也 ４８０－ ４３：４１．２� ５６．８�
１１ タイカーリアン 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也�名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４７６＋ ６３：４１．４１� ８．２�
４５ � タ カ ラ ボ ス 牡７栗 ６０ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４２８± ０３：４２．０３� １０１．７�
８１４ ランヘランバ 牡８黒鹿６０ 五十嵐雄祐田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５０－１４３：４２．１� １．５	
３３ トーセンジョーカー 牡８栗 ６０ 横山 義行島川 
哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B４５４± ０３：４３．６９ １６．３�
４６ トキノナスティア 牝５黒鹿５８ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５６＋ ２３：４３．７クビ １２．１�
６１０ ハ ク サ ン 牡５黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４３６± ０３：４５．７大差 ６９．５
５７ ヒカリアライブ 牡５鹿 ６０ 黒岩 悠�ヒカリクラブ 牧田 和弥 日高 中川牧場 ４３４± ０３：４６．２３ ９．０�
５８ アドマイヤサンサン �９鹿 ６０ 林 満明近藤 利一氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４７８± ０３：４８．４大差 １０５．１�
７１２ バトルブリンディス 牡６青鹿６０ 高田 潤宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム ４６２＋ ２３：５３．９大差 ２８．８�
６９ アペリティフ �８鹿 ６０ 今村 康成前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ４９４－ ８ （競走中止） ２１．０�
７１１ プライドイズハート 牡７鹿 ６０ 山本 康志三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 B５１０－ ２ （競走中止） ７９．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３７，２４４，６００円 複勝： ６７，５６９，０００円 枠連： ２２，３７９，９００円

馬連： ８７，３９４，１００円 馬単： ６６，１５６，０００円 ワイド： ３７，１３４，１００円

３連複： １１７，７７４，４００円 ３連単： ２３４，７３５，２００円 計： ６７０，３８７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６４０円 複 勝 � １，１１０円 � １，７８０円 � １，６３０円 枠 連（２－８） ２，１７０円

馬 連 �� ４７，６４０円 馬 単 �� １６３，２９０円

ワ イ ド �� ８，７３０円 �� ４，９１０円 �� １０，１６０円

３ 連 複 ��� ２０５，０００円 ３ 連 単 ��� ２，５８５，６００円

票 数

単勝票数 計 ３７２４４６ 的中 � ８０７２（８番人気）
複勝票数 計 ６７５６９０ 的中 � １６３４６（７番人気）� ９８８７（１１番人気）� １０８６２（１０番人気）
枠連票数 計 ２２３７９９ 的中 （２－８） ７６３９（７番人気）
馬連票数 計 ８７３９４１ 的中 �� １３５４（７１番人気）
馬単票数 計 ６６１５６０ 的中 �� ２９９（１５４番人気）
ワイド票数 計 ３７１３４１ 的中 �� １０４５（６６番人気）�� １８７２（４４番人気）�� ８９７（７３番人気）
３連複票数 計１１７７７４４ 的中 ��� ４２４（２４９番人気）
３連単票数 計２３４７３５２ 的中 ��� ６７（１７１６番人気）

上り １マイル １：４７．１ ４F ５２．２－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジェスティバイオ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．８．９ 札幌６着

２００７．３．９生 牡４鹿 母 ハイグレードバイオ 母母 ディシイペイティング 障害：４戦２勝 賞金 ４１，８０４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走中止〕 プライドイズハート号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

アペリティフ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため９号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※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） ４頭 オールフォーミー号・ユウターラッキー号・リアルヴィクトリー号・リリーハーバー号
（非抽選馬） ２頭 ビービーライナー号・プラテアード号



１４０８１ ６月１１日 曇 重 （２３東京３）第７日 第９競走 ��
��２，４００�く ち な し 賞

発走１４時３５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 ２１０，０００円 ６０，０００円 ３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８８ ノ ー ス テ ア �３栗 ５６ 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５２４－１０２：３１．４ ３．３�

４４ ルイーザシアター 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４ 〃 ハナ １．９�
７７ ヒールゼアハーツ 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８０－ ６２：３１．６１� ７．１�
３３ ヴェラシティ 牡３栗 ５６ 北村 宏司臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B４６２－ ６２：３１．８１� ８．８�
５５ スリーケインズ 牡３芦 ５６ 江田 照男永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４５４± ０２：３２．０１� １１６．５�
８９ メジロコウミョウ 牝３青鹿５４ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６２± ０２：３２．６３� ２８．４	
１１ コウヨウレジェンド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ４７４－ ４ 〃 ハナ ３５．７

６６ カネトシマーシャル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ４８０± ０２：３２．８１� １２．８�
２２ 	 ドクターブリーズ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 新冠 村上牧場 ４１４± ０ 〃 アタマ ２０９．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３６，３２６，１００円 複勝： ５５，２３３，６００円 枠連： １７，６２７，９００円

馬連： ８４，３１２，５００円 馬単： ７０，９２２，８００円 ワイド： ３２，３４７，１００円

３連複： ９３，５９４，５００円 ３連単： ２８５，８３８，３００円 計： ６７６，２０２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（４－８） ２６０円

馬 連 �� ３００円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ３６０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ４２０円 ３ 連 単 ��� ２，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３６３２６１ 的中 � ８８９８０（２番人気）
複勝票数 計 ５５２３３６ 的中 � ９１３９８（２番人気）� ２２８７４７（１番人気）� ７１４３２（３番人気）
枠連票数 計 １７６２７９ 的中 （４－８） ５１８０８（１番人気）
馬連票数 計 ８４３１２５ 的中 �� ２１２１７６（１番人気）
馬単票数 計 ７０９２２８ 的中 �� ７２４２８（３番人気）
ワイド票数 計 ３２３４７１ 的中 �� ５９６５１（１番人気）�� １７６５９（５番人気）�� ４２０１０（３番人気）
３連複票数 計 ９３５９４５ 的中 ��� １６５６３６（１番人気）
３連単票数 計２８５８３８３ 的中 ��� ８９４７６（５番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１２．６―１２．８―１３．４―１３．６―１３．２―１２．５―１２．５―１１．６―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２５．１―３７．７―５０．５―１：０３．９―１：１７．５―１：３０．７―１：４３．２―１：５５．７―２：０７．３―２：１９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７
１
３
９（４，７）－（３，８）１（５，６）２・（９，７）６（４，３）（１，８）５－２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノ ー ス テ ア 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１０．１０．１０ 東京５着

２００８．３．５生 �３栗 母 ム ガ ー ル 母母 ム ガ メ ー ル ３戦２勝 賞金 １５，９１０，０００円

１４０８２ ６月１１日 曇 重 （２３東京３）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�

い な む ら が さ き

稲 村 ヶ 崎 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

１１ メイショウジンム 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３６＋ ４２：０４．３ ３．６�

７９ メジロスプレンダー 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６６± ０ 〃 クビ １９．９�
６７ ベストアンサー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４６０± ０２：０４．７２� １７．３�
２２ � ベ ル タ リ ド 牡７鹿 ５７ 江田 照男伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４７２＋ ６２：０４．９１	 ６５．０�
６６ サブコンシャス 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ５２４－ ６２：０５．１１	 ６．０�
４４ ガンズオブナバロン 牡５黒鹿５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２２：０５．２
 ３．１�
５５ トモロマイスター 牡４黒鹿５７ 武士沢友治廣崎 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４４４－１０２：０５．４１� ９．３	
８１１ タイセイダンサー 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新冠 アラキフアーム ４４２－１０２：０５．５クビ １９．７

３３ � ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５４２－ ４ 〃 ハナ ３７．０�
７８ � ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２４± ０２：０６．５６ ３０１．５�
８１０ マイネルレイン 牡４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 松浦牧場 ５２０－ ４２：０６．９２� ５．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３３，９６６，０００円 複勝： ４５，２４８，７００円 枠連： ２２，９６７，４００円

馬連： １１６，２７３，４００円 馬単： ６７，１０７，８００円 ワイド： ３５，５３０，６００円

３連複： １２０，７８６，８００円 ３連単： ２４６，３１６，６００円 計： ６８８，１９７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ４４０円 � ４８０円 枠 連（１－７） ３，８３０円

馬 連 �� ３，９１０円 馬 単 �� ５，４５０円

ワ イ ド �� １，２２０円 �� １，２４０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� １４，７６０円 ３ 連 単 ��� ７２，５４０円

票 数

単勝票数 計 ３３９６６０ 的中 � ７５７６１（２番人気）
複勝票数 計 ４５２４８７ 的中 � ８４４５０（２番人気）� ２４３１７（６番人気）� ２１３８２（７番人気）
枠連票数 計 ２２９６７４ 的中 （１－７） ４４３３（１５番人気）
馬連票数 計１１６２７３４ 的中 �� ２１９９６（１７番人気）
馬単票数 計 ６７１０７８ 的中 �� ９１０２（２３番人気）
ワイド票数 計 ３５５３０６ 的中 �� ７３０５（１４番人気）�� ７１８３（１５番人気）�� ３００６（３３番人気）
３連複票数 計１２０７８６８ 的中 ��� ６０４０（５１番人気）
３連単票数 計２４６３１６６ 的中 ��� ２５０６（２４５番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．５―１２．７―１３．１―１３．４―１２．７―１２．１―１１．２―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．６―３８．３―５１．４―１：０４．８―１：１７．５―１：２９．６―１：４０．８―１：５２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウジンム �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 ミ シ エ ロ デビュー ２００９．１．１８ 京都７着

２００６．３．１６生 牡５鹿 母 ラッキーミシェロ 母母 ラッキームーラン ２２戦４勝 賞金 ５９，６７７，０００円



１４０８３ ６月１１日 曇 重 （２３東京３）第７日 第１１競走 ��
��１，６００�オアシスステークス

発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，２２．６．１２以降２３．６．５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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

４７ ナムラタイタン 牡５栗 ５７．５ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５１４－ ４１：３５．０ ９．０�

２３ シ ャ ア 牡５栗 ５４ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４６２± ０１：３５．１� ８．８�
４８ バーディバーディ 牡４黒鹿５８ 松岡 正海里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ４８４－ ６ 〃 ハナ ２．５�
３６ タイセイレジェンド 牡４栗 ５４ 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５１６－１０１：３５．２クビ ４．０�
８１５ ピサノエミレーツ 牡６鹿 ５４ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 B５１６＋ ４１：３５．８３� １３．８�
７１４ ピイラニハイウェイ 牡６黒鹿５６ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ４ 〃 アタマ ３６．０�
６１２ オーロマイスター 牡６鹿 ５８．５ 吉田 豊 	サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５０８－ ５１：３６．１１� ９．８

２４ プロセッション 牡８鹿 ５４ 大野 拓弥吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６０－１０ 〃 クビ ７９．６�
５１０ ク リ ー ン 牡７鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６０４± ０１：３６．５２� １８０．４�
３５ タマモクリエイト 牡６鹿 ５３ 大庭 和弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１８＋ ４ 〃 クビ １２．９
８１６ オウロプレット 牡５青鹿５３ 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 ４７６－ ６１：３６．６クビ ４９．４�
１２ メ ン デ ル 牡９鹿 ５５ 三浦 皇成太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４７４＋ ２１：３６．７� ４２．８�
７１３� ピースオブパワー 牡５青鹿５５ 田中 勝春田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４９０－１０１：３７．１２� ２６．６�
５９ トーセンキャプテン 牡７鹿 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 千歳 社台ファーム ４９８－ ６１：３７．４２ １９６．４�
１１ 	 ワールドハンター 牡７栗 ５４ 柴山 雄一青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５０４－ ２１：３７．９３ ３０５．５�

（１５頭）
６１１ アートオブウォー 牡７栗 ５１ 野元 昭嘉岡田 隆寛氏 小原伊佐美 静内 岡田 猛 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ７０，９０８，２００円 複勝： １１３，９１１，０００円 枠連： ６９，２３０，１００円

馬連： ３３０，３３６，８００円 馬単： １７２，４４３，８００円 ワイド： １０１，８１０，８００円

３連複： ３８９，４７９，６００円 ３連単： ７５５，８５２，３００円 計： ２，００３，９７２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２４０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（２－４） ９００円

馬 連 �� ３，８２０円 馬 単 �� ８，４６０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� ４５０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ３，０９０円 ３ 連 単 ��� ２７，５９０円

票 数

単勝票数 計 ７０９０８２ 的中 � ６２１９６（４番人気）
複勝票数 計１１３９１１０ 的中 � １０３６７８（４番人気）� １２０５２８（３番人気）� ２９２２３７（１番人気）
枠連票数 計 ６９２３０１ 的中 （２－４） ５７３１１（２番人気）
馬連票数 計３３０３３６８ 的中 �� ６３８５７（１３番人気）
馬単票数 計１７２４４３８ 的中 �� １５０５０（３０番人気）
ワイド票数 計１０１８１０８ 的中 �� ２４３７３（１２番人気）�� ５７３８１（４番人気）�� ６２５５３（２番人気）
３連複票数 計３８９４７９６ 的中 ��� ９３２５２（６番人気）
３連単票数 計７５５８５２３ 的中 ��� ２０２２３（８１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．２―１１．８―１２．２―１２．１―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．９―３４．１―４５．９―５８．１―１：１０．２―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラタイタン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Afleet デビュー ２００９．５．１０ 京都１着

２００６．５．２０生 牡５栗 母 ネクストタイム 母母 ジ ャ ビ ラ バ １４戦７勝 賞金 １３９，３５４，０００円
〔出走取消〕 アートオブウォー号は，疾病〔左眼部打撲傷〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１１頭 アポロフェニックス号・ケイアイテンジン号・シャウトライン号・セイカアレグロ号・ダイワマックワン号・

タガノクリスエス号・ドスライス号・ファストロック号・フライングアップル号・ムラマサノヨートー号・
ラインプレアー号

１４０８４ ６月１１日 晴 重 （２３東京３）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （芝・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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

１１ シルクウェッジ 牡４青鹿５７ 横山 典弘有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４７０－ ２１：２２．４ ８．１�

４６ � ケイアイルーラー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 米 Morihiro
Kameda ４５８－ ８１：２２．７２ ３．９�

６９ トウショウフォアゴ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６８＋ ８ 〃 クビ ７．４�
２２ オルトリンデ 牝５栗 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６ 〃 ハナ ９．５�
８１３ マイネルエデン 牡５鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５２２－ ８１：２２．８クビ ２３．２�
６１０ キングレオポルド 牡４鹿 ５７ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０８－１４１：２３．２２� ５．２�
７１１ ローレルエルヴェル 牡６鹿 ５７ 小林 淳一 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ ２４２．２	
５７ ショウナンスマイル 牡４鹿 ５７ 田中 勝春
湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５２－ ６１：２３．３� ７７．３�
８１４ トーセンマドローナ 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝島川 �哉氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 ４９４－ ６１：２３．４クビ ３．４
３４ リバイバルシチー 牡７鹿 ５７ 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ５１８＋ ２ 〃 ハナ １８９．７�
７１２	 ト ム ト ム 
６栗 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４８４－１０ 〃 ハナ ３１．１�
３３ カレンナサクラ 牝７栗 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６４＋ ２１：２３．６１� ４４．３�
５８ 	 ヒシフラッシー 牡６栗 ５７ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４８２＋ ２１：２４．０２� ９６．１�
４５ ヒカルプリンス 
５鹿 ５７ 柴田 善臣�橋 京子氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２± ０１：２４．４２� ６７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４９，８９８，２００円 複勝： ７５，４９８，７００円 枠連： ３８，１３３，８００円

馬連： １５７，７１２，８００円 馬単： ９２，７１４，１００円 ワイド： ５４，１９４，８００円

３連複： １７７，４６７，６００円 ３連単： ３５８，５２７，５００円 計： １，００４，１４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２７０円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（１－４） １，６３０円

馬 連 �� １，９００円 馬 単 �� ４，６６０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，１５０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ４，７００円 ３ 連 単 ��� ３０，７４０円

票 数

単勝票数 計 ４９８９８２ 的中 � ４８８９６（５番人気）
複勝票数 計 ７５４９８７ 的中 � ６６９４６（６番人気）� １３７９３１（２番人気）� ８２８６２（４番人気）
枠連票数 計 ３８１３３８ 的中 （１－４） １７２９６（７番人気）
馬連票数 計１５７７１２８ 的中 �� ６１３５０（９番人気）
馬単票数 計 ９２７１４１ 的中 �� １４７１０（２２番人気）
ワイド票数 計 ５４１９４８ 的中 �� ２０１８８（８番人気）�� １１１６６（１６番人気）�� ２４５６１（６番人気）
３連複票数 計１７７４６７６ 的中 ��� ２７９０４（１６番人気）
３連単票数 計３５８５２７５ 的中 ��� ８６１０（９８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．７―１１．８―１０．８―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．３―４７．１―５７．９―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクウェッジ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１１．８ 東京５着

２００７．４．２０生 牡４青鹿 母 ローズウォーター 母母 クリスマスローズ １４戦３勝 賞金 ２８，９３５，０００円



（２３東京３）第７日 ６月１１日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １６２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

２４２，９５０，０００円
６，４１０，０００円
１１，５９０，０００円
１，９００，０００円
２２，９５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，７４１，０００円
５，４２０，８００円
１，６０３，８００円

勝馬投票券売得金
３７８，０６９，５００円
６４２，５６３，３００円
２７１，７０５，０００円
１，１６５，５４４，７００円
７３２，８５０，３００円
４２４，５８１，７００円
１，３７５，９８３，４００円
２，６８９，７２３，１００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 ７，６８１，０２１，０００円

総入場人員 ２４，２４０名 （有料入場人員 ２３，０６５名）


