
１４０２７ ６月９日 雨 稍重 （２４東京３）第３日 第３競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

２４ フランスギャル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４６６＋ ２１：２５．８ １１．９�

６１２ カネトシミント 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B５０４＋ ２１：２６．０１ ２．４�
７１４ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５１８－ ２１：２６．３１� ８．６�
３６ シークレットアーム 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ５１２－ ６ 〃 クビ ６６．９�
１２ マイネベルヴィ 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４５６± ０１：２６．７２� １６．９�
３５ エリモブリーズ 牡３黒鹿５６ 北村 友一山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４３６－１０ 〃 クビ １３８．４	
６１１ エーシンスノーマン 牡３芦 ５６ 内田 博幸�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４８４－１２１：２６．８クビ ５．３

４７ ストロングティラノ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ５．１�
８１６ ローレルヘーシンク 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥 �ローレルレーシング 牧 光二 新冠 対馬 正 ４９２－ ６１：２７．０１� ２１．５�
１１ ショウナンサッチモ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人国本 哲秀氏 田島 俊明 日高 森永牧場 ４８６＋ ６１：２７．１クビ ２１．１
４８ ハッピーウェーブ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義道永 幸治氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ ４２．３�
８１５ ユキノベアハート 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行北所 直人氏 新開 幸一 浦河 昭和牧場 ４６６＋ ６１：２７．４１� １５７．２�
７１３ エイブルトップガン 牝３栗 ５４ 江田 照男中澤 隆氏 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４５２－ ２１：２７．５� ４９．９�
５１０ ドリームパイソン 牡３栗 ５６ 田中 博康セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 協栄組合 ４７０－ ８１：２８．０３ ６５．２�
２３ ト ッ ト ー ト 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４４４＋１２１：２８．２１� １３８．２�
５９ グレイスフラワー 牝３青鹿５４ 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６０ ―１：２９．０５ １３５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７６，９００円 複勝： ４０，２２８，７００円 枠連： １７，０１３，２００円

馬連： ５１，６１３，１００円 馬単： ３２，５９２，２００円 ワイド： ２４，２４４，８００円

３連複： ６６，３７２，２００円 ３連単： １０９，４４２，０００円 計： ３６１，７８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３３０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（２－６） １，０９０円

馬 連 �� １，６３０円 馬 単 �� ４，３８０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ８５０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ３，０１０円 ３ 連 単 ��� ２４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２０２７６９ 的中 � １３５２７（５番人気）
複勝票数 計 ４０２２８７ 的中 � ２３９３９（５番人気）� １２０７５５（１番人気）� ３６８５０（４番人気）
枠連票数 計 １７０１３２ 的中 （２－６） １１５７４（５番人気）
馬連票数 計 ５１６１３１ 的中 �� ２３５０１（５番人気）
馬単票数 計 ３２５９２２ 的中 �� ５４９４（１４番人気）
ワイド票数 計 ２４２４４８ 的中 �� ８７９７（６番人気）�� ６８４７（９番人気）�� １２９４９（３番人気）
３連複票数 計 ６６３７２２ 的中 ��� １６３１０（７番人気）
３連単票数 計１０９４４２０ 的中 ��� ３２６１（６９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．０―１２．５―１２．４―１２．１―１２．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フランスギャル �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１１．６．１８ 中山１２着

２００９．５．２５生 牝３黒鹿 母 クールドフランス 母母 Irish Order １０戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時１５分に変更。
〔制裁〕 カネトシミント号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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） １頭 メイショウタイマツ号
（非抽選馬） １頭 ケーニギンキルシェ号

１４０２８ ６月９日 雨 稍重 （２４東京３）第３日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５分 （芝・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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１４ キョウエイマイン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４１６＋ ４１：５２．３ ５９．５�

６１１ チャペルプリンセス 牝３栗 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２－ ２ 〃 クビ ６．９�

７１３ ストラスペイ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６４＋１２１：５２．４� ４．１�
４７ リングネブラ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：５２．５� ２．６�
３６ シェーンレーヴェ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 ４８２ ―１：５２．８１� １１．０�
５９ マイネカメリア 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４０８＋ ８１：５２．９� １０．６	
２４ ヤマニンオルタシア 牝３栗 ５４ 柴田 大知土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５０４＋ ４１：５３．０クビ ９．３

８１６ カーテンレイザー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社

大原ファーム ４５８＋ ６１：５３．２１� １９．４�
５１０ メ イ ユ ー ル 牝３芦 ５４

５１ ▲西村 太一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：５３．５１� ３１８．７�
７１５ スイートガガ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海有限会社シルク吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ６１：５３．９２� ４９．０
２３ ピュアダイヤモンド 牝３青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５８＋ ２１：５４．０クビ ３２．９�
３５ エクストール 牝３鹿 ５４ 江田 照男�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 ４６４－ ８ 〃 アタマ １７４．６�
１２ ベ ラ ル ー ナ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 ４２４ ― 〃 ハナ ２６．７�
６１２ マイネペンタグラム 牝３栗 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ６１：５４．７４ １７７．１�
８１８ ゴートゥザスタート 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次�上水牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５２＋ ４１：５４．８� ３７５．２�
１１ ウォーショースキー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治福田 光博氏 根本 康広 浦河 オンワード牧場 ４５４＋１１ 〃 ハナ ４７２．３�
４８ アイティローズ 牝３黒鹿５４ 北村 友一一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６４＋１０ 〃 クビ ８４．８�
８１７ カ ー ラ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新冠 大栄牧場 ４３４ ―１：５５．５４ １４５．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，９９６，２００円 複勝： ３８，７８６，１００円 枠連： １６，５７７，２００円

馬連： ５１，６３６，７００円 馬単： ３２，４２５，７００円 ワイド： ２３，６９１，２００円

３連複： ６３，６５５，３００円 ３連単： １０２，３４８，３００円 計： ３５１，１１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，９５０円 複 勝 � ９９０円 � ２４０円 � １９０円 枠 連（６－７） １，４１０円

馬 連 �� １６，１００円 馬 単 �� ３７，６３０円

ワ イ ド �� ３，３６０円 �� ２，３９０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １７，６１０円 ３ 連 単 ��� １０４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２１９９６２ 的中 � ２９１８（１１番人気）
複勝票数 計 ３８７８６１ 的中 � ７９３７（１１番人気）� ４４２８２（３番人気）� ６７０２３（２番人気）
枠連票数 計 １６５７７２ 的中 （６－７） ８７２０（６番人気）
馬連票数 計 ５１６３６７ 的中 �� ２３６８（３８番人気）
馬単票数 計 ３２４２５７ 的中 �� ６３６（７９番人気）
ワイド票数 計 ２３６９１２ 的中 �� １６５６（３６番人気）�� ２３５４（２５番人気）�� １１９３３（５番人気）
３連複票数 計 ６３６５５３ 的中 ��� ２６６９（５３番人気）
３連単票数 計１０２３４８３ 的中 ��� ７２１（２９１番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１３．１―１３．０―１３．１―１３．０―１１．７―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．２―３８．３―５１．３―１：０４．４―１：１７．４―１：２９．１―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３４．９

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

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

キョウエイマイン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２０１１．８．２０ 新潟１５着

２００９．２．１７生 牝３鹿 母 イナズマローレル 母母 スエヒロジョウオー １０戦１勝 賞金 ８，０５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４０分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アルコロッサ号・クラールハイト号・ノボモモチャン号


