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１４０１３ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

８１５ タニセンヴォイス 牝３栗 ５４ 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５０＋ ２１：２６．６ ６．０�

５１０ エンドレスノット 牝３鹿 ５４ 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 ４６８－ ６１：２６．９２ ２．７�

４８ メテオレイン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：２７．０� ５３．９�
６１１ スガノパフィオ 牝３芦 ５４

５１ ▲西村 太一�テシオ 矢野 英一 日高 モリナガファーム ４５０－ ２１：２７．１クビ １３．２�
１２ ジュドポーム 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：２７．２� ８．０�

（豪）

７１３ トラストシンシ 牝３栗 ５４ 的場 勇人菅波 雅巳氏 的場 均 浦河 駿河牧場 ４７０＋ ２１：２７．３� ３１．１	
３６ ドラゴンプライド 牝３鹿 ５４ 内田 博幸窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７４－１０ 〃 アタマ ５．５

４７ スノークラフト 牝３芦 ５４ 吉田 隼人鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４６０＋ ４１：２７．４� ５．８�
７１４ トミケンスプリング 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 ４６８＋ ４１：２７．５� ７８．０�
５９ アグネスシルフィ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８６ ―１：２８．１３� ２６７．３
６１２ ジャンピングタワー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一田和 廣通氏 矢野 照正 日高 ナカノファーム ４４８－ ２１：２８．３１� ３２．７�
２４ シンフォニエッタ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘村野 康司氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４５０－ ６１：２８．４クビ １７．７�
８１６ トウカイガーベラ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４７２＋２６ 〃 ハナ ３００．５�
１１ エイダイクリス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁�東振牧場 伊藤 大士 むかわ 東振牧場 ４６０＋３２１：２８．８２� ３４１．７�
２３ サダムウイズダム 牝３栗 ５４ 幸 英明大西 定氏 田中 剛 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４４４＋ ８ 〃 クビ １５３．０�
３５ ヤマニンヘプタゴン 牝３黒鹿５４ 伊藤 工真土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 B４７０＋ ８１：３２．２大差 ３６３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６７３，９００円 複勝： ４９，３７０，１００円 枠連： １６，９８８，１００円

馬連： ７０，００８，３００円 馬単： ４７，９９０，１００円 ワイド： ３２，０６４，５００円

３連複： ９２，４９６，９００円 ３連単： １４６，０３４，３００円 計： ４７８，６２６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � ７８０円 枠 連（５－８） ７６０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ２，２１０円 �� ２，６００円

３ 連 複 ��� １２，４４０円 ３ 連 単 ��� ５３，２００円

票 数

単勝票数 計 ２３６７３９ 的中 � ３１０９７（４番人気）
複勝票数 計 ４９３７０１ 的中 � ７０５４９（３番人気）� １２０９１５（１番人気）� １１３１６（１０番人気）
枠連票数 計 １６９８８１ 的中 （５－８） １６５３０（１番人気）
馬連票数 計 ７０００８３ 的中 �� ６７１７０（１番人気）
馬単票数 計 ４７９９０１ 的中 �� １８１１３（５番人気）
ワイド票数 計 ３２０６４５ 的中 �� ２７４８１（１番人気）�� ３３１６（２９番人気）�� ２７９６（３３番人気）
３連複票数 計 ９２４９６９ 的中 ��� ５４９０（４２番人気）
３連単票数 計１４６０３４３ 的中 ��� ２０２６（１８３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．４―１２．９―１２．５―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．８―３６．２―４９．１―１：０１．６―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニセンヴォイス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Affirmed デビュー ２０１１．８．２７ 新潟６着

２００９．４．２７生 牝３栗 母 ヴォイスフロムヘヴン 母母 Nijinsky’s Beauty １１戦１勝 賞金 １４，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンヘプタゴン号は，平成２４年８月３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ヴィルトゥオーサ号・カシノコスモス号
※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。

１４０１４ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ サンリットレイク 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５１６＋１２１：３８．８ ３．９�
（豪）

７１３ トーセンセカイオー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ４７６－ ４ 〃 クビ ６．９�
６１１ アサクサマンサク 牡３栗 ５６ 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：３８．９� ４．５�
２３ サトノライトニング 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５０２± ０１：３９．３２� ３．３�
３５ ヤマノトライ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣澤村 敏雄氏 阿部 新生 日高 日高大洋牧場 ５０２＋ ４１：４０．０４ ９．１�
１２ パ ス テ ィ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 吉田 又治 ４５８＋１２１：４０．１� １１．４�
４８ ディアハンター 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介永田 和彦氏 高橋 文雅 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４２４－ ８１：４０．３１� １９３．４	
６１２ デンコウチャーム 牡３栗 ５６ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 ５０６－ ６１：４０．４クビ １８５．４

８１６ アースワンドリーム 牡３鹿 ５６ 木幡 初広松山 増男氏 宗像 義忠 新ひだか 長手 猛 ４９２± ０１：４０．７１� ２４．４�
２４ パ イ ク ー ヤ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 B４７６＋ ４１：４１．１２� ２８５．５�
４７ バトルクローザップ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 川端牧場 B４３６＋ ２１：４１．２� ２５４．４
３６ ベルウッドテンプウ 牡３栗 ５６ 北村 宏司鈴木 照雄氏 中川 公成 浦河 笹島 政信 ５２８－１４ 〃 アタマ １１２．３�
５９ カムインハード 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 中村 和夫 ５３４＋１４１：４１．３� ４６１．１�
７１４ リズムディヴァイン �３黒鹿５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 栗田 博憲 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－２０１：４２．６８ ８８．０�
１１ アキノアポロ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人穐吉 正孝氏 田中 剛 青森 諏訪牧場 ５０４＋ ２１：４３．６６ １９４．３�
８１５ サクラレグナム 牡３栗 ５６ 川田 将雅�さくらコマース小笠 倫弘 新冠 川上牧場 B５００－ ８ （競走中止） ２３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６３０，４００円 複勝： ５０，４４０，３００円 枠連： １７，９１８，８００円

馬連： ６７，１９７，０００円 馬単： ４７，２５５，９００円 ワイド： ３０，８２９，５００円

３連複： ８９，８３６，４００円 ３連単： １４４，５６４，５００円 計： ４７２，６７２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（５－７） １，４５０円

馬 連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ３３０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� １０，５００円

票 数

単勝票数 計 ２４６３０４ 的中 � ５００５８（２番人気）
複勝票数 計 ５０４４０３ 的中 � ８２５６２（３番人気）� ５６４０５（５番人気）� ９５８８２（２番人気）
枠連票数 計 １７９１８８ 的中 （５－７） ９１３３（７番人気）
馬連票数 計 ６７１９７０ 的中 �� ３４３４７（６番人気）
馬単票数 計 ４７２５５９ 的中 �� １３３８５（１０番人気）
ワイド票数 計 ３０８２９５ 的中 �� １３８８１（８番人気）�� ２４５４５（２番人気）�� １７４８１（５番人気）
３連複票数 計 ８９８３６４ 的中 ��� ３６９８３（６番人気）
３連単票数 計１４４５６４５ 的中 ��� １０１６６（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３５．６―４８．３―１：０１．２―１：１３．５―１：２５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンリットレイク �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．３０ 東京１０着

２００９．４．７生 牡３鹿 母 サンウィルシャイン 母母 ドリームビジヨン ６戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔競走中止〕 サクラレグナム号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 サクラレグナム号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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） １頭 コスモダンケシェン号
（非抽選馬） ２頭 ウメジマダイオー号・スキップビート号
※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。

第３回 東京競馬 第２日



１４０１５ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２日 第３競走 ��２，１００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

５８ ウインゴーウェル 牡３栗 ５６ 武士沢友治�ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５２４－ ８２：１５．５ ６．２�

６１１ ロゼッタストーン 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ １５．４�
（豪）

２２ キャプテンジャパン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 追分ファーム B５０２－ ２２：１５．９２� ５．６�
３５ クレバーエンペラー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B４８２－ ２２：１６．１１� １３．２�
７１３ ジ ル ニ ト ラ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７８－ ６２：１６．２クビ ３．４�
３４ ベルウッドハピネス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 岡田スタツド B４６４＋ ４２：１７．１５ ５６．８	
１１ クライフォザムーン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人ディアレスト 田村 康仁 浦河 上山牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ３５．６

６１０ マウントゼンノエ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３２＋ ４２：１７．２クビ １４３．７�
８１５ ニシノアイリス 牡３黒鹿５６ 津村 明秀西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 ４６２－ ８ 〃 クビ １０２．９�
５９ キョウワアーク 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 ５０４± ０２：１７．４１ ２１８．０�
７１２ ダッシュファイアー 牡３栗 ５６ 田中 勝春山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５４６± ０２：１７．６１ ２．７�
２３ ブラウンライジング 牡３鹿 ５６ 丸山 元気キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 平成ファーム ４６６－ ６２：１７．９１� １５８．４�
４７ コ メ ッ ク ス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海堤 賢一氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 ４７６－ ２２：１８．１１� ３８．７�
４６ カワキタリュウジン 牡３栗 ５６ 柴山 雄一川島 吉男氏 保田 一隆 新冠 川島牧場 ４４４－１２２：１９．３７ ３５４．０�
８１４ フジノフラワー 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 ４８２＋ ２２：２１．４大差 ３０９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，１９９，１００円 複勝： ４４，６６０，５００円 枠連： ２２，３５３，８００円

馬連： ６２，７１２，４００円 馬単： ４８，８８３，１００円 ワイド： ３０，４８３，８００円

３連複： ８７，４１０，６００円 ３連単： １６０，２１１，９００円 計： ４８１，９１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２２０円 � ５４０円 � ２２０円 枠 連（５－６） ５，５５０円

馬 連 �� ５，７７０円 馬 単 �� １２，０９０円

ワ イ ド �� １，９８０円 �� ６１０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� １１，４４０円 ３ 連 単 ��� ８１，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２５１９９１ 的中 � ３２３１３（４番人気）
複勝票数 計 ４４６６０５ 的中 � ５８７４８（３番人気）� １８２３３（６番人気）� ５８５８０（４番人気）
枠連票数 計 ２２３５３８ 的中 （５－６） ２９７５（１２番人気）
馬連票数 計 ６２７１２４ 的中 �� ８０２８（１６番人気）
馬単票数 計 ４８８８３１ 的中 �� ２９８６（３３番人気）
ワイド票数 計 ３０４８３８ 的中 �� ３６７２（１９番人気）�� １３０９８（７番人気）�� ４３７７（１５番人気）
３連複票数 計 ８７４１０６ 的中 ��� ５６４０（３１番人気）
３連単票数 計１６０２１１９ 的中 ��� １４４３（２１０番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．５―１２．５―１２．８―１３．０―１３．５―１３．５―１３．１―１２．３―１２．８―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．７―３１．２―４４．０―５７．０―１：１０．５―１：２４．０―１：３７．１―１：４９．４―２：０２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．４
１
３

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

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

ウインゴーウェル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２０１２．１．２８ 東京８着

２００９．４．５生 牡３栗 母 ゴーオンマイウェイ 母母 シーキングロイヤル ５戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
※ロゼッタストーン号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

１４０１６ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１６ アルフェロア 牡３青鹿５６ 福永 祐一吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：４９．１ ５．１�

６１２ スプリングパリオ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ ９．９�
７１５ モントリヒト 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４２８＋ ８１：４９．４１� ５．７�
５１０ エアロケット 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：４９．５� ２．５�
４８ ブレイブフォース 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 田湯牧場 ４７２± ０１：４９．６� ７３．３�
２４ コスモマイギフト 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 ４７８－ ８ 〃 ハナ ７．２	
１１ クレイジータイガー 牝３青 ５４

５１ ▲杉原 誠人田頭 勇貴氏 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４４６＋ ６１：４９．８１� ２１７．０

８１７ ダイメイサンデー 牡３青鹿５６ 大庭 和弥宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６４± ０１：４９．９� ７９．７�
３６ コスモオアシス 牝３鹿 ５４ D．ホワイト �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４１４＋ ２１：５０．０クビ １６．９�

（香港）

５９ ショウナンハッブル 牝３黒鹿５４ 内田 博幸国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ ２７．２
３５ ヤマタケデヒア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 王蔵牧場 ４２２＋１４１：５０．１� ３７０．５�
２３ ト ル ー マ ン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗栗嶋 豊明氏 木村 哲也 新ひだか 加野牧場 ５１０＋ ４１：５０．３１� ３２９．１�
７１３ ハーツブラッド 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２１：５０．６２ １８．４�
６１１ マコトラフリア 牝３黒鹿５４ 丸山 元気尾田左知子氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ４３４－ ６１：５０．７� ２９９．７�
４７ トーセンブリザード 牡３青鹿５６ 幸 英明島川 �哉氏 中川 公成 新冠 松浦牧場 ４９４ ―１：５０．８クビ ２９．４�
８１８ ドリームファイナル 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信セゾンレースホース� 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ４６０－ ４１：５１．４３� １６３．６�
１２ マリエシチー 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 幾千世牧場 ４０４－ ２１：５１．７１� ３１９．５�
７１４ トーアハナノマイ 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人高山ランド� 松山 将樹 新冠 武田牧場 ４２０ ―１：５３．８大差 ２１４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，６４４，１００円 複勝： ４８，５４９，７００円 枠連： ２０，３９２，３００円

馬連： ７０，０７０，７００円 馬単： ５１，７４５，８００円 ワイド： ３３，４２３，３００円

３連複： ９６，８０４，０００円 ３連単： １５６，２５８，５００円 計： ５０４，８８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � １９０円 枠 連（６－８） １，９８０円

馬 連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ４８０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ３，５８０円 ３ 連 単 ��� ２１，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２７６４４１ 的中 � ４２９０３（２番人気）
複勝票数 計 ４８５４９７ 的中 � ７８８７７（２番人気）� ４１１６７（４番人気）� ７２５５７（３番人気）
枠連票数 計 ２０３９２３ 的中 （６－８） ７６１０（８番人気）
馬連票数 計 ７００７０７ 的中 �� ２２６７１（８番人気）
馬単票数 計 ５１７４５８ 的中 �� ９３８６（１４番人気）
ワイド票数 計 ３３４２３３ 的中 �� １０１５５（８番人気）�� １８２９４（４番人気）�� ８２７０（１１番人気）
３連複票数 計 ９６８０４０ 的中 ��� １９９８２（１０番人気）
３連単票数 計１５６２５８５ 的中 ��� ５３６０（６１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．２―１３．０―１３．０―１２．９―１１．７―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３５．６―４８．６―１：０１．６―１：１４．５―１：２６．２―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３４．６

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

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

アルフェロア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．２．１２ 東京５着

２００９．５．９生 牡３青鹿 母 マルカキャンディ 母母 ジーナロマンティカ ６戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアハナノマイ号は，平成２４年７月３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アクセラレーター号
（非抽選馬） ３頭 ジャストザハピネス号・マグメル号・マスターズキング号
※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。



１４０１７ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時２５分 （芝・左）

新馬；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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

６６ ドラゴンレジェンド 牡２栗 ５４ 福永 祐一窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６２ ―１：３９．９ ３．０�

７９ ゴールドマグナム 牡２青鹿５４ 内田 博幸田端 修氏 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 ４２２ ―１：４０．０� ５．６�
６７ ダイワブレーブ 牡２栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：４０．４２� ４．７�
５５ ウインプライズ 牡２鹿 ５４ 石橋 脩�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 ４３０ ―１：４０．５� ２６．５�
１１ テ ン ミ ラ イ 牡２栗 ５４ 松岡 正海天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 ４５２ ―１：４０．７１ ３．９�
７８ ブラザーウインド 牡２栗 ５４ 田中 博康 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４７０ ―１：４１．０２ ８．９	
３３ コスモフェイト 牡２鹿 ５４ 柴田 大知岡田 繁幸氏 畠山 重則 新ひだか 乾 皆雄 ４４２ ―１：４１．５３ ５５．７

４４ ブリリアンシー 牡２芦 ５４ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４５６ ―１：４１．７１� ２４．５�
８１０ フェダムール 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一田頭 勇貴氏 高柳 瑞樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 ４０２ ―１：４２．４４ １４５．７�

８１１ ベ ニ ッ シ モ 牝２黒鹿５４ 江田 照男魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４５０ ―１：４２．９３ ５５．９
２２ ヒラボクロマンス 牝２栗 ５４ 三浦 皇成�平田牧場 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 ４７６ ― （競走中止） ２５．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２６，４６２，６００円 複勝： ３８，４３９，７００円 枠連： １８，０３３，０００円

馬連： ６０，２８４，６００円 馬単： ４８，５６２，９００円 ワイド： ２３，８６３，４００円

３連複： ７２，５４６，２００円 ３連単： １３９，６３５，７００円 計： ４２７，８２８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（６－７） ３５０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ３００円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ４，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２６４６２６ 的中 � ７０９５３（１番人気）
複勝票数 計 ３８４３９７ 的中 � ９４０２４（１番人気）� ５４１６２（４番人気）� ６７５６６（３番人気）
枠連票数 計 １８０３３０ 的中 （６－７） ３８３０１（１番人気）
馬連票数 計 ６０２８４６ 的中 �� ６０７３９（３番人気）
馬単票数 計 ４８５６２９ 的中 �� ２６０３９（４番人気）
ワイド票数 計 ２３８６３４ 的中 �� ２０２４３（３番人気）�� ２０９２６（２番人気）�� １３３７９（６番人気）
３連複票数 計 ７２５４６２ 的中 ��� ４７５０４（３番人気）
３連単票数 計１３９６３５７ 的中 ��� ２０９６１（９番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．５―１３．９―１３．７―１２．８―１１．５―１１．２―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．５―３９．４―５３．１―１：０５．９―１：１７．４―１：２８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３４．０
３ １１，８（１，７）－（５，６）（３，９）（４，１０） ４ １１，８（１，７）（５，６）９，３，４，１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドラゴンレジェンド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２０１０．１．２７生 牡２栗 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ヒラボクロマンス号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。

１４０１８ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５５分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

１１ クォリティシーズン 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４４２＋１０１：２５．３ １．４�

７１４ フィールザラブ 牝３栗 ５２ 岩田 康誠櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４２６＋１０１：２５．８３ ２７．７�
８１６ ラブリースター 牝３栃栗５２ 柴山 雄一長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４５４＋ ２１：２５．９� １８．３�
３５ ピュアマインド 牝４栗 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４５４＋１０１：２６．３２� １２．３�
５１０� デ ン フ ァ レ 牝５栗 ５５ 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 ４８８＋ ２１：２６．６２ ３７．６�
４８ ニシノフェミニン 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４６０－ ２１：２６．７クビ １９．４�
６１２ ツクバオトメ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ ２０．２	
１２ トーアシシイ 牝４栗 ５５ 幸 英明高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４６８± ０１：２６．９１� １６．９

２３ バルスピュール 牝３黒鹿５２ 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４６０＋ ２１：２７．１１� ３７．６�
４７ � チリトテシャン 牝６鹿 ５５

５２ ▲西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 B４６６＋ ４１：２７．２� ４００．９�
８１５ ノボシャンパーニュ 牝５栗 ５５ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ５１４＋ ６１：２７．３� １３６．０
６１１ アユミチャン 牝４芦 ５５ 北村 宏司北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 友田牧場 ４６６＋ ６１：２７．５１� ４９．２�
３６ � デ ラ モ ー レ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６４－ ５１：２７．６クビ ７１．６�
２４ フェアリーライン 牝３鹿 ５２ 松岡 正海 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５２６－ ４１：２７．７� １４．２�
５９ ゲンパチマイラヴ 牝４栗 ５５ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 頼嗣 B４８２－ ２１：２８．０２ ８８．３�
７１３� カネトシグレース 牝４栗 ５５

５２ ▲横山 和生兼松 利男氏 高木 登 むかわ 上水牧場 ４６６－ ４１：２８．１� １７８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，４０７，６００円 複勝： ９９，５４６，１００円 枠連： ２６，５３６，５００円

馬連： ８２，２６８，３００円 馬単： ７０，７９５，８００円 ワイド： ４２，１１５，９００円

３連複： １１５，０７４，２００円 ３連単： ２２１，１１０，８００円 計： ６９５，８５５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ５００円 � ３２０円 枠 連（１－７） １，８５０円

馬 連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ５３０円 �� ３，１５０円

３ 連 複 ��� ５，６４０円 ３ 連 単 ��� ２０，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３８４０７６ 的中 � ２２７３３２（１番人気）
複勝票数 計 ９９５４６１ 的中 � ６１３０２８（１番人気）� ２２６１１（８番人気）� ４００６５（６番人気）
枠連票数 計 ２６５３６５ 的中 （１－７） １０６２７（８番人気）
馬連票数 計 ８２２６８３ 的中 �� ３７３９４（７番人気）
馬単票数 計 ７０７９５８ 的中 �� ２２１６１（８番人気）
ワイド票数 計 ４２１１５９ 的中 �� １２１２２（９番人気）�� ２１１７４（５番人気）�� ３０８７（３４番人気）
３連複票数 計１１５０７４２ 的中 ��� １５０８４（２１番人気）
３連単票数 計２２１１１０８ 的中 ��� ７８８０（６１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．３―１２．８―１２．１―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３６．０―４８．８―１：００．９―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クォリティシーズン �
�
父 トワイニング �

�
母父 Green Dancer デビュー ２０１１．１．２２ 中山２着

２００８．５．６生 牝４黒鹿 母 コンファームドダンサー 母母 Confirm １１戦３勝 賞金 ３０，１７０，０００円



１４０１９ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２日 第７競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

６７ ネオブラックダイヤ 牡４青鹿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 ５０６－ ２２：２５．０ １．７�

５５ グレートマーシャル 牡４鹿 ５７ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ６．１�
７９ ヒールゼアハーツ 牡４栗 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４９８－ ４２：２５．２１� ３．２�
３３ マージービート 牡５栗 ５７ 幸 英明 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４９２± ０２：２６．１５ ６９．１�
４４ ディープスノー 牝４鹿 ５５ 的場 勇人日下部勝�氏 牧 光二 新冠 石郷岡 雅樹 ４５８－ ８２：２６．４１� ２０．４�
２２ ダイワソウル 牡５青鹿５７ 内田 博幸大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８２－１０２：２６．６１� ３２．３�
１１ 	 キャニオンシンザン 牡４栗 ５７

５４ ▲原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４９４＋ ２２：２６．７クビ ３０５．９	
６６ 
	 クールヴェント 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade１

Bloodstock Inc. ５１２＋ ２２：２７．５５ ３１．９

８１１ ヒシマーベラス 牝３青 ５１ 吉田 隼人阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４６４－ ８２：２７．６� ２０．２�
７８ 	 ティーケイラビット 牝４鹿 ５５ 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 B４６８＋１０２：２９．４大差 １５１．５�

（１０頭）
８１０ キープビリービング 牡３黒鹿５３ 中谷 雄太�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３１，０５３，７００円 複勝： ８２，０９４，０００円 枠連： １６，６４２，９００円

馬連： ６８，７５１，５００円 馬単： ６３，１１１，８００円 ワイド： ２９，５７４，２００円

３連複： ８０，９３７，９００円 ３連単： ２３７，３２４，９００円 計： ６０９，４９０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（５－６） ４８０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド �� １６０円 �� １３０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ３００円 ３ 連 単 ��� １，２６０円

票 数

単勝票数 差引計 ３１０５３７（返還計 １２１） 的中 � １４８３０６（１番人気）
複勝票数 差引計 ８２０９４０（返還計 １８２） 的中 � ５４５９１７（１番人気）� ６９１６６（３番人気）� １００７４８（２番人気）
枠連票数 差引計 １６６４２９（返還計 ５ ） 的中 （５－６） ２６１２４（２番人気）
馬連票数 差引計 ６８７５１５（返還計 ８２３） 的中 �� １０９３６８（２番人気）
馬単票数 差引計 ６３１１１８（返還計 ６２５） 的中 �� ７１６４７（３番人気）
ワイド票数 差引計 ２９５７４２（返還計 ４３０） 的中 �� ４５９３４（２番人気）�� ６８７０９（１番人気）�� ２６８９２（３番人気）
３連複票数 差引計 ８０９３７９（返還計 ２３１７） 的中 ��� ２００１０９（１番人気）
３連単票数 差引計２３７３２４９（返還計 ５２１１） 的中 ��� １３９７０１（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．８―１２．０―１２．１―１２．６―１２．９―１２．７―１２．１―１１．６―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．３―３５．１―４７．１―５９．２―１：１１．８―１：２４．７―１：３７．４―１：４９．５―２：０１．１―２：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ネオブラックダイヤ 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．１．３０ 東京２着

２００８．２．５生 牡４青鹿 母 オレンジパラダイス 母母 オレンジシェード １４戦３勝 賞金 ４３，４８０，０００円
〔出走取消〕 キープビリービング号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。

１４０２０ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．６
１：１９．０

良

良

４８ エアワンピース 牝４栗 ５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：２０．９ ３．５�

７１５ マ ス ク オ フ 牝３黒鹿５２ 横山 典弘吉田 照哉氏 和田 正道 千歳 社台ファーム ４１２－ ２ 〃 クビ ４．７�
５１０ ダイワスペシャル �４栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ４９４－ ２１：２１．０� ２．９�
１２ ガッダムアスカ 牝３芦 ５２ 吉田 豊神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４５２＋ ２１：２１．３１� ６．６�
６１２ サーストンサブリナ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４６４＋ ４１：２１．５１ ６８．６�
２３ ポピュラーストック 牡４栗 ５７ 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 ４８４＋ ４１：２１．６� １９．４	
４７ クィンビークイーン 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ ２５．６

２４ 	 ジュンノアスカ 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４６６－ ４１：２１．７
 ４０６．６�
１１ エクスプローラー 牡３青 ５４ 川田 将雅薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム B４９８＋ ２ 〃 クビ ５０．９�
６１１ マイネルメガロス 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム B４６４－ ４１：２２．１２
 １６９．４
３６ バトルデーオ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一宮川 秋信氏 和田正一郎 登別 登別上水牧場 ４３６－ ２１：２２．２クビ ２１７．７�
７１３ ヒダカタイザン 牡５鹿 ５７ 伊藤 工真藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 ４３６± ０ 〃 クビ １３６．６�
３５ キョウエイプラウド 牡４鹿 ５７ 幸 英明田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ５０２＋ ８１：２２．４１� ２６２．４�
８１８ ニシノクエーサー 牡４栗 ５７ 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４７８＋１６１：２２．６１ １７．５�
７１４� クレバーロッシー 牡５栗 ５７ 田中 勝春田� 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-

braker ４６２＋ ６１：２２．８１� ７５．８�
５９ ホリデイトウショウ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治トウショウ産業� 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 ４６０＋ ８１：２３．０１� ３４９．９�
８１６ マイネルモーヴ 牡３栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４９８± ０ 〃 クビ ２９．５�
８１７ ビップレジェンド 牡５栗 ５７ 丸山 元気鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４５４－ ４１：２３．１クビ ３７８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，７１９，８００円 複勝： ６１，８００，８００円 枠連： ２８，３１０，１００円

馬連： １０４，８６４，０００円 馬単： ６８，１７５，１００円 ワイド： ４１，０８０，３００円

３連複： １２７，７２３，０００円 ３連単： ２３７，２０１，６００円 計： ７０３，８７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（４－７） ８１０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １９０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ５，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３４７１９８ 的中 � ７９８２５（２番人気）
複勝票数 計 ６１８００８ 的中 � １１９８２５（２番人気）� ８９２２７（３番人気）� １６０９８９（１番人気）
枠連票数 計 ２８３１０１ 的中 （４－７） ２５８７８（３番人気）
馬連票数 計１０４８６４０ 的中 �� ７６１１８（４番人気）
馬単票数 計 ６８１７５１ 的中 �� ２５６３４（７番人気）
ワイド票数 計 ４１０８０３ 的中 �� ２６２３６（５番人気）�� ６２５５２（１番人気）�� ３０６１９（２番人気）
３連複票数 計１２７７２３０ 的中 ��� １１８３４６（１番人気）
３連単票数 計２３７２０１６ 的中 ��� ３１０７６（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１１．９―１１．０―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．９―４６．８―５７．８―１：０９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．１
３ １，３，１１，８（１０，１５）２（９，１３）（１２，１６，１８）（４，７，１４）（５，６）１７ ４ ・（１，３）（８，１１）１０，１５（２，１２）１３（９，７，１８）１４（４，１６）（６，１７）５

勝馬の
紹 介

エアワンピース �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．２２ 京都６着

２００８．３．１４生 牝４栗 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー １２戦３勝 賞金 ２６，４５０，０００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） ４頭 アベマリア号・ウエストエンド号・ブリージーデイズ号・レッドストラーダ号



１４０２１ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２日 第９競走 ��
��１，６００�

お う め

青 梅 特 別
発走１４時２５分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１１ ホッコータルマエ 牡３鹿 ５４ 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム ４８８＋ ８１：３７．３ ３．１�

８１３� エアハリファ 牡３鹿 ５４ 川田 将雅 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm ４６８＋ ８１：３７．４� ７．３�

４５ � アメリカンウィナー 牡３青鹿５４ 蛯名 正義吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote
Stud, Ltd. ４７８± ０１：３８．１４ １３．１�

６８ メテオライト 牡３栗 ５４ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ６１：３８．２	 ８．６�
（豪）

１１ アドマイヤサガス 牡４青 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ２１：３８．４１ ４．０�
５７ ヤマタケディガー 牡６栗 ５７ 丸山 元気山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ２１．６	
２２ ラヴィアンクレール 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５８＋１０１：３８．５� １４．７

６９ エステーラブ 牝５青鹿５５ 柴山 雄一齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 B４４８± ０１：３８．６クビ ４３．９�
８１２
 コパノカーン 牡４栗 ５７ 内田 博幸小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 ５１２－ ２１：３８．７	 ５．９�
５６ ユウターグローバル 牡６青鹿５７ 江田 照男北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 ４６６＋ ６１：３９．１２	 ５６．１
４４ ラフィングインメイ 牡３黒鹿５４ 浜中 俊 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２± ０１：３９．３１	 ７０．０�
３３ グラスブラスト 牡７青鹿５７ 伊藤 工真半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１２＋１０１：３９．４クビ ３２８．２�
７１０ コスモイーチタイム 牡４栗 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－ ６１：４０．１４ ６３．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４６，３０９，２００円 複勝： ７７，２９４，６００円 枠連： ３８，４９０，１００円

馬連： １６０，２６３，１００円 馬単： ９２，４４７，４００円 ワイド： ５６，０９７，０００円

３連複： １８９，８３０，７００円 ３連単： ３４４，６１２，６００円 計： １，００５，３４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ３１０円 枠 連（７－８） ５００円

馬 連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ５９０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ３，６３０円 ３ 連 単 ��� １０，９８０円

票 数

単勝票数 計 ４６３０９２ 的中 � １１８０６３（１番人気）
複勝票数 計 ７７２９４６ 的中 � １６５９０８（１番人気）� ８９１５６（４番人気）� ５４２３８（６番人気）
枠連票数 計 ３８４９０１ 的中 （７－８） ５７５０９（１番人気）
馬連票数 計１６０２６３１ 的中 �� １１１０３６（２番人気）
馬単票数 計 ９２４４７４ 的中 �� ３８１８４（３番人気）
ワイド票数 計 ５６０９７０ 的中 �� ３２０６５（３番人気）�� ２３７７７（６番人気）�� ９３２８（１９番人気）
３連複票数 計１８９８３０７ 的中 ��� ３８６４７（１１番人気）
３連単票数 計３４４６１２６ 的中 ��� ２３１６９（２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．６―１３．１―１２．２―１１．８―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３６．６―４９．７―１：０１．９―１：１３．７―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコータルマエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cherokee Run デビュー ２０１２．１．１４ 京都１１着

２００９．５．２６生 牡３鹿 母 マダムチェロキー 母母 アンフォイルド ７戦３勝 賞金 ３２，０３７，０００円
※アメリカンウィナー号・エアハリファ号・ホッコータルマエ号・メテオライト号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

１４０２２ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�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）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
ホンコンジョッキークラブ賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

８１０ グルヴェイグ 牝４黒鹿５５ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５４－ ６１：５９．８ １．６�
（豪）

５５ マイネオーチャード 牝４栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４５６＋ ４２：００．３３ ８．６�

３３ ピサノカルティエ 牡６鹿 ５７ 福永 祐一市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４２：００．５１� ５．１�
２２ メジロスプレンダー 牝６黒鹿５５ 幸 英明岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４７２－ ４２：００．６クビ ８５．４�
６７ ラヴェルソナタ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５２６－１２２：００．７� ４．６�
１１ メジロマリアン 牝６芦 ５５ 北村 友一岩� 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４９０－ ６ 〃 ハナ ８１．４	
７８ ロードアイアン 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 ４９６－ ４２：００．８� ３８．３

４４ シンボリカージナル 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４９６± ０２：０１．１１� ９５．１�
７９ マイネルギブソン 牡４鹿 ５７ D．ホワイト �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 ４４８－ ２２：０１．３１ ２８．３�
（香港）

８１１ カ ピ タ ー ノ 牡８黒鹿５７ 木幡 初広 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ １９３．２

６６ ラガーアンバー 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４８０＋ ２２：０２．３６ １５６．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５０，３６７，０００円 複勝： ７３，８００，８００円 枠連： ２９，３４０，１００円

馬連： １３５，３８０，９００円 馬単： １１１，８６２，３００円 ワイド： ４４，８２８，４００円

３連複： １４４，３５４，７００円 ３連単： ４２６，５２１，７００円 計： １，０１６，４５５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（５－８） ７１０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １９０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ２，４５０円

票 数

単勝票数 計 ５０３６７０ 的中 � ２４８９６９（１番人気）
複勝票数 計 ７３８００８ 的中 � ３６３５７９（１番人気）� ７４０５８（４番人気）� １０９５５８（２番人気）
枠連票数 計 ２９３４０１ 的中 （５－８） ３０６３９（３番人気）
馬連票数 計１３５３８０９ 的中 �� １５３２３４（３番人気）
馬単票数 計１１１８６２３ 的中 �� ９３１１９（３番人気）
ワイド票数 計 ４４８２８４ 的中 �� ４３４６６（３番人気）�� ６９０３０（２番人気）�� ２３０６１（５番人気）
３連複票数 計１４４３５４７ 的中 ��� １４７１４６（２番人気）
３連単票数 計４２６５２１７ 的中 ��� １２８５１１（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．０―３７．０―４９．２―１：０１．６―１：１３．８―１：２５．８―１：３７．２―１：４８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．０―３F３４．０

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

勝馬の
紹 介

グルヴェイグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神１着

２００８．５．１１生 牝４黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール １０戦４勝 賞金 ６２，６５２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目 ３レース目



１４０２３ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２日 第１１競走
第６２回農林水産省賞典

��
��１，６００�安 田 記 念（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以上５８�，牝馬
２�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（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 ３，７８０，０００円 １，０８０，０００円 ５４０，０００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

２４ ストロングリターン 牡６鹿 ５８ 福永 祐一吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１６－ ２１：３１．３レコード ６．７�

２３ グランプリボス 牡４鹿 ５８ 内田 博幸�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４９６± ０ 〃 クビ ２５．３�
４８ コスモセンサー 牡５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 ５１０± ０１：３１．６２ ３５．７�
１１ ダノンヨーヨー 牡６栗 ５８ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ２１：３１．７� ４８．２�
１２ ガ ル ボ 牡５青 ５８ 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４７２－ ２１：３１．８クビ １０．１�
７１５ リアルインパクト 牡４鹿 ５８ 岩田 康誠 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０８－ ４１：３１．９� ２０．４	
５９ フィフスペトル 牡６鹿 ５８ 横山 典弘 �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 ４５４－ ８１：３２．０クビ ４０．２

３６ スマイルジャック 牡７黒鹿５８ 丸山 元気齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９０－ ８ 〃 ハナ ９１．０�
４７ サダムパテック 牡４鹿 ５８ C．ウィリアムズ 大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６± ０ 〃 クビ ６．６�
（豪）

６１２ ドナウブルー 牝４鹿 ５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ４１：３２．１� ２９．１
３５ 	 ラッキーナイン 
５鹿 ５８ B．プレブル F．チャン＆M．チャン C．ファウンズ 愛 Darley ４８２－ ９ 〃 クビ １１．６�

（Lucky Nine（IRE）） （香港） （香港）

７１３ シ ル ポ ー ト 牡７鹿 ５８ 小牧 太河� 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５００± ０１：３２．２クビ １１．４�
８１６ ローズキングダム 牡５黒鹿５８ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５８－ ８ 〃 アタマ １４．２�
７１４	 グロリアスデイズ 
５青鹿５８ D．ホワイトトムブラウンズ・シンジケート J．サイズ 豪 Mr.R

Pietrykowski ４７８－ ２１：３２．４１� ８．７�
（Glorious Days（AUS））（香港） （香港）

６１１� エイシンアポロン 牡５栗 ５８ 池添 謙一平井 豊光氏 松永 昌博 米 Silk and Scar-
let Syndicate ５１０－ ６１：３２．６１� １６．９�

５１０ ア パ パ ネ 牝５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 ４９６－ ２ 〃 クビ ９．３�

８１７ マルセリーナ 牝４鹿 ５６ 田辺 裕信 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：３３．１３ １９．１�
８１８ ペ ル ー サ 牡５栗 ５８ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１８－１４１：３３．３１� １２．９�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ５０３，０９４，０００円 複勝： ５７４，９０６，８００円 枠連： ７１７，３０１，４００円 馬連： ２，４６６，８３７，７００円 馬単： １，１２７，９０４，９００円

ワイド： ７０７，４４５，４００円 ３連複： ３，７０３，１３５，７００円 ３連単： ５，７９８，４１７，６００円 ５重勝： ９１４，３７３，８００円 計： １６，５１３，４１７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２５０円 � ７３０円 � ８７０円 枠 連（２－２） ８，６３０円

馬 連 �� ８，５１０円 馬 単 �� １３，９２０円

ワ イ ド �� ２，６７０円 �� ３，１５０円 �� ９，７００円

３ 連 複 ��� ９２，５３０円 ３ 連 単 ��� ４６８，６００円

５ 重 勝
対象競走：東京９R／阪神１０R／東京１０R／阪神１１R／東京１１R

キャリーオーバー なし����� １５，９５０円

票 数

単勝票数 計５０３０９４０ 的中 � ５９３２８１（２番人気）
複勝票数 計５７４９０６８ 的中 � ７１０４６０（１番人気）� １９１６３２（１４番人気）� １５８３２５（１５番人気）
枠連票数 計７１７３０１４ 的中 （２－２） ６１３５３（３１番人気）
馬連票数 計２４６６８３７７ 的中 �� ２１４０２４（３４番人気）
馬単票数 計１１２７９０４９ 的中 �� ５９８２３（４６番人気）
ワイド票数 計７０７４４５４ 的中 �� ６５７７０（３３番人気）�� ５５５８６（４２番人気）�� １７７２９（１２３番人気）
３連複票数 計３７０３１３５７ 的中 ��� ２９５３６（３４４番人気）
３連単票数 計５７９８４１７６ 的中 ��� ９１３２（１７３５番人気）
５重勝票数 計９１４３７３８ 的中 ����� ４２３１２

ハロンタイム １２．２―１０．７―１０．９―１１．１―１１．４―１１．３―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．９―３３．８―４４．９―５６．３―１：０７．６―１：１９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングリターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Smart Strike デビュー ２００８．１０．１９ 東京２着

２００６．５．２６生 牡６鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar １９戦７勝 賞金 ３１０，９９５，０００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。
（非抽選馬） ９頭 オセアニアボス号・ショウナンマイティ号・スピリタス号・ダイワファルコン号・ダノンシャーク号・

トーセンレーヴ号・ヤマカツハクリュウ号・レオプライム号・レッドデイヴィス号
※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。

１４０２４ ６月３日 曇 良 （２４東京３）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�第１７回ユニコーンステークス（ＧⅢ）

発走１６時３５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 ３４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，５００，０００円 ５，１００，０００円 ３，４００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２４ ストローハット 牡３栗 ５６ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：３６．５ ３．２�

４８ オースミイチバン 牡３栗 ５７ 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５０２＋ ４１：３６．８１� ４．４�
２３ タイセイシュバリエ 牡３芦 ５６ 武 豊田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２± ０ 〃 ハナ ２６．０�
４７ ネ ク タ ル 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４９４＋１０ 〃 ハナ ７．６�
７１３ ワイドバッハ 牡３鹿 ５６ 小牧 太幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 ４５６－ ４１：３６．９� １２０．５�
３６ キングブレイク 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ ６．２	
８１５ サンマルデューク 牡３黒鹿５６ D．ホワイト 相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 ４８６＋ ２１：３７．１１	 ６８．７


（香港）

６１１ メイスンキャプテン 牡３栗 ５６ 武士沢友治梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 B４８８－ ４１：３７．２� ２７．７�
３５ ネオヴァンクル 牡３栗 ５６ 北村 友一小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９４－ ８１：３７．５１� １４６．３�
１１ ヴェルティゴ 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 ５０２－ ２１：３７．６� ２５６．０
８１６ レッドクラウディア 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７０± ０１：３８．４５ ６．２�
６１２ メジャーアスリート 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 ５００＋ ２１：３８．７１� １８．５�
５９ ヒシワイルド 牡３鹿 ５６ 池添 謙一阿部雅一郎氏 河内 洋 新冠 飛渡牧場 ４６０± ０１：３９．５５ ８４．１�
７１４
 アンアヴェンジド 牝３黒鹿５４ 内田 博幸�大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

５２６± ０１：３９．８１� ２２．８�
５１０ ドリームコンサート 牡３栗 ５６ 丸田 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ４８２－ ２１：４０．４３� １４６．１�
１２ 
 シンボリエンパイア 牡３黒鹿５６ 北村 宏司シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada ５２６＋２２１：４０．５� ２７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４８，８３０，６００円 複勝： ２１３，８３８，０００円 枠連： １１８，１８２，９００円

馬連： ４８２，０６０，４００円 馬単： ２６９，６８３，６００円 ワイド： １７７，９６１，６００円

３連複： ６１４，５０２，６００円 ３連単： １，１７２，０７０，９００円 計： ３，１９７，１３０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ４８０円 枠 連（２－４） ５１０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� １，４５０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ６，２８０円 ３ 連 単 ��� ２１，２１０円

票 数

単勝票数 計１４８８３０６ 的中 � ３７２３６４（１番人気）
複勝票数 計２１３８３８０ 的中 � ４６１７６０（１番人気）� ３３５６７７（２番人気）� ８４８８７（８番人気）
枠連票数 計１１８１８２９ 的中 （２－４） １７２１９７（１番人気）
馬連票数 計４８２０６０４ 的中 �� ４３２１５９（１番人気）
馬単票数 計２６９６８３６ 的中 �� １４１５２６（１番人気）
ワイド票数 計１７７９６１６ 的中 �� １３５９１２（１番人気）�� ２８５９０（１４番人気）�� ２５８４６（１８番人気）
３連複票数 計６１４５０２６ 的中 ��� ７２２４３（１４番人気）
３連単票数 計１１７２０７０９ 的中 ��� ４０７８９（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．１―５９．７―１：１２．０―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストローハット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Starborough デビュー ２０１１．８．１４ 札幌３着

２００９．３．１５生 牡３栗 母 ウォートルベリー 母母 Rotina ７戦３勝 賞金 ５５，７８１，０００円
※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）１２頭 アメリカンウィナー号・エアハリファ号・エスジーブルーム号・カフェシュプリーム号・ゲンテン号・

ゴールドゼウス号・セイカフォルトゥナ号・ブライアンズオーラ号・ホッコータルマエ号・メイショウゾンビ号・
メテオライト号・ワイルドロジャー号

（非抽選馬） １頭 ダブルスター号
※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。

５レース目



（２４東京３）第２日 ６月３日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３９７，７６０，０００円
２，０８０，０００円
５，７４０，０００円
７，１６０，０００円
３６，８４０，０００円
６１，０７５，０００円
５，５６６，０００円
１，７０８，８００円

勝馬投票券売得金
９８０，３９２，０００円
１，４１４，７４１，４００円
１，０７０，４９０，０００円
３，８３０，６９８，９００円
２，０４８，４１８，７００円
１，２４９，７６７，３００円
５，４１４，６５２，９００円
９，１８３，９６５，０００円
９１４，３７３，８００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 ２６，１０７，５００，０００円

総入場人員 ５６，７９８名 （有料入場人員 ５４，１８６名）


