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15013 6月4日 晴 良 （29東京3）第2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
1：33．8
1：33．3

重
良

48 チャームクォーク 牝3栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 452－ 61：39．9 17．2�
612 フルオブグレース 牝3黒鹿54 北村 宏司 �社台レースホース木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 6 〃 ハナ 4．9�
714 キ ン ナ リ ー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 470－ 41：40．43 3．9�
24 サンボストン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 482＋ 81：40．5� 129．1�
816 キューティロンプ 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 472＋161：41．24 7．2	
36 ワ カ バ 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 424＋ 6 〃 クビ 278．6

12 ラブリイメッセージ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B450＋ 2 〃 ハナ 206．0�
23 ハッピーパーティー 牝3芦 54 吉田 豊田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 434－ 21：41．3クビ 174．1�
59 コースタルブルー 牝3鹿 54

52 △伴 啓太 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 446± 01：41．51� 160．9
510 クリノユウコリン 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 木下牧場 440± 0 〃 クビ 131．5�
11 ピジョンルビー 牝3鹿 54 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 462 ―1：41．6クビ 32．5�
35 ノヴァルーナ 牝3鹿 54 J．モレイラ林 正道氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－12 〃 アタマ 3．6�
（香港）

47 ヒ ス イ 牝3鹿 54 柴山 雄一�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大
作ステーブル B494± 01：41．7� 5．0�

815 ラブパレード 牝3黒鹿 54
51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 酒井 秀紀 458－ 41：42．01� 32．1�

713 リープリッヒターゲ 牝3青 54 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 464＋ 41：43．17 41．1�
611 ベルベールダンス 牝3青 54 丸山 元気吉田 千津氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム B448＋ 21：44．9大差 137．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，106，900円 複勝： 50，505，100円 枠連： 17，516，200円
馬連： 76，163，500円 馬単： 35，376，300円 ワイド： 43，728，500円
3連複： 104，139，100円 3連単： 131，457，800円 計： 489，993，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 370円 � 160円 � 160円 枠 連（4－6） 780円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，170円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 35，200円

票 数

単勝票数 計 311069 的中 � 14447（6番人気）
複勝票数 計 505051 的中 � 26912（6番人気）� 92064（2番人気）� 89113（3番人気）
枠連票数 計 175162 的中 （4－6） 17336（3番人気）
馬連票数 計 761635 的中 �� 18504（11番人気）
馬単票数 計 353763 的中 �� 3603（25番人気）
ワイド票数 計 437285 的中 �� 12708（11番人気）�� 9128（13番人気）�� 29365（3番人気）
3連複票数 計1041391 的中 ��� 20523（12番人気）
3連単票数 計1314578 的中 ��� 2707（112番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―12．1―12．9―13．2―12．6―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．7―35．8―48．7―1：01．9―1：14．5―1：26．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．0
3 ・（13，5）（15，8）（2，7）（1，12）9（3，11）（4，10）6，14－16 4 ・（13，5，15）（7，8）（2，12）（9，1）（4，3，11）10，6，14，16

勝馬の
紹 介

チャームクォーク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．11．20 東京7着

2014．4．20生 牝3栗 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 3戦1勝 賞金 5，000，000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） 3頭 クリノタブマン号・サウンドベティ号・マダムフィガロ号
（非抽選馬） 1頭 フォーエバースカイ号
※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。

15014 6月4日 晴 良 （29東京3）第2日 第2競走 ��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

24 コンピレーション 牡3黒鹿56 内田 博幸 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：20．1 3．8�
815 リンガスネオ 牡3黒鹿56 J．モレイラ伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 478＋ 41：20．2� 1．5�

（香港）

47 サンナッシュビル 牡3栗 56 二本柳 壮 �加藤ステーブル 清水 英克 新冠 畔柳 作次 484－101：20．51� 19．1�
510 カネトシユキミ 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 396＋ 41：20．6� 115．7�
36 ジ ッ テ 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 浦河 中島牧場 456－ 4 〃 クビ 258．8	
35 シゲルパンダ 牝3栗 54 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 394＋ 41：21．02� 56．8

611 ガイディングスター 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 B452－ 1 〃 クビ 161．9�
612 ブラストビート 牡3鹿 56 柴田 大知吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B500－ 41：21．1クビ 46．3�
11 ロ ゼ マ ッ ハ 牡3鹿 56 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 470＋ 61：21．73� 187．5
23 フェスティヴオオジ 牡3栗 56 松岡 正海臼井義太郎氏 蛯名 利弘 日高 高柳 隆男 B490± 01：22．02 11．0�
713 オコルデヤスシ 牡3黒鹿56 丸田 恭介西本 資史氏 石毛 善彦 むかわ 市川牧場 434＋ 4 〃 クビ 19．4�
12 テンゴールドラブ 牝3青鹿 54

52 △井上 敏樹天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 佐藤牧場 440＋181：22．32 136．9�
59 シゲルハリネズミ 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史森中 蕃氏 蛯名 利弘 新ひだか 坂本牧場 B470＋ 81：22．61� 161．2�
714 リライアブルアミ 牡3青鹿56 田中 勝春島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 21：23．02� 109．4�
48 テンエイハヤブサ 牡3鹿 56 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 434－ 41：23．21 151．2�
816 ア ン ヌ 牝3栗 54 石橋 脩�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B472－ 41：23．94 16．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，574，200円 複勝： 88，054，000円 枠連： 22，508，900円
馬連： 72，809，000円 馬単： 47，898，500円 ワイド： 45，764，500円
3連複： 103，131，700円 3連単： 166，265，900円 計： 578，006，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 110円 � 210円 枠 連（2－8） 180円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 160円 �� 710円 �� 370円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 4，880円

票 数

単勝票数 計 315742 的中 � 65553（2番人気）
複勝票数 計 880540 的中 � 91520（2番人気）� 591014（1番人気）� 32343（5番人気）
枠連票数 計 225089 的中 （2－8） 96323（1番人気）
馬連票数 計 728090 的中 �� 228612（1番人気）
馬単票数 計 478985 的中 �� 51151（2番人気）
ワイド票数 計 457645 的中 �� 96610（1番人気）�� 13046（9番人気）�� 27682（4番人気）
3連複票数 計1031317 的中 ��� 77392（3番人気）
3連単票数 計1662659 的中 ��� 24671（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．4―30．2―42．4―54．6―1：07．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．7
3 5，6（12，15）（4，11）（2，10，16）（7，8，13）3（1，14）－9 4 5，6（12，15）4，11（10，16）（2，7）（3，8，13）－1－14，9

勝馬の
紹 介

コンピレーション �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．3．12 中山8着

2014．4．16生 牡3黒鹿 母 アンソロジー 母母 ポ ッ プ ス 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アクロスザシャイン号・アサクサチャンス号・アポロセシル号・ハコダテオウカ号・ミコエバー号
（非抽選馬） 2頭 キャプテンルフィ号・ロイヤルルシアン号
※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



15015 6月4日 晴 良 （29東京3）第2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
1：19．6
1：19．0

良
良

510 パンドラフォンテン 牝3栗 54 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 448± 01：21．7 21．1�
816 フ ラ ガ リ ア 牝3黒鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432＋ 21：21．8� 11．2�
11 ラヴィソント 牝3鹿 54 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 420－ 4 〃 クビ 29．2�
47 ヴェリタブル 牝3栗 54 J．モレイラ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 440 ―1：21．9� 7．5�

（香港）

23 デ カ 牡3栗 56 田辺 裕信小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 462－ 2 〃 クビ 49．1�
713 グラドゥアーレ 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 466± 01：22．0� 1．8	
48 ソルオリーヴァ 牡3栗 56 丸田 恭介 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか マークリ牧場 486－ 41：22．1� 41．5�
59 ベイビーステップ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 478＋ 2 〃 ハナ 15．6�
12 ペイシャブルー 牝3黒鹿54 大野 拓弥北所 直人氏 高橋 裕 日高 中川 欽一 418－ 41：22．2� 22．8
612 フジワンキララ 牝3芦 54 蛯名 正義
富士開発 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 41：22．3クビ 12．1�
818 フ ィ ネ ス 牝3青鹿54 石川裕紀人落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 420＋ 41：22．4� 64．9�
715 アイアムビューティ 牝3鹿 54 戸崎 圭太堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 434＋ 2 〃 クビ 7．0�
35 オンワードラスター 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅樫山 章子氏 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 424＋ 11：22．5� 453．0�
817 モアナブルー 牝3栗 54 柴田 大知平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 452－ 61：22．6クビ 131．0�
611 ベニノシリウス 牡3鹿 56 田中 勝春
紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 438＋ 41：22．7� 247．5�
714 テイクマイチャンス 牝3栗 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新冠 タニグチ牧場 456－ 21：23．02 439．0�
36 デルマアンコツバキ 牝3栗 54 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 436＋ 21：23．53 343．7�
24 タ イ ジ ェ ン 牝3栗 54

52 △井上 敏樹寺田 心平氏 大和田 成 日高 ファニーヒルファーム 388 ―1：25．09 404．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 42，583，000円 複勝： 68，491，700円 枠連： 24，280，100円
馬連： 88，202，500円 馬単： 50，039，200円 ワイド： 60，794，300円
3連複： 125，574，400円 3連単： 172，866，100円 計： 632，831，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 500円 � 320円 � 790円 枠 連（5－8） 2，210円

馬 連 �� 8，240円 馬 単 �� 21，810円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 3，290円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 33，840円 3 連 単 ��� 293，500円

票 数

単勝票数 計 425830 的中 � 16120（7番人気）
複勝票数 計 684917 的中 � 35420（7番人気）� 61691（3番人気）� 21026（9番人気）
枠連票数 計 242801 的中 （5－8） 8501（7番人気）
馬連票数 計 882025 的中 �� 8288（23番人気）
馬単票数 計 500392 的中 �� 1720（57番人気）
ワイド票数 計 607943 的中 �� 6264（26番人気）�� 4743（37番人気）�� 5626（30番人気）
3連複票数 計1255744 的中 ��� 2783（90番人気）
3連単票数 計1728661 的中 ��� 427（644番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．8―46．8―57．9―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パンドラフォンテン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．10．10 東京2着

2014．4．21生 牝3栗 母 バーデンフォンテン 母母 フラッシュアワー 6戦1勝 賞金 10，550，000円
〔制裁〕 デルマアンコツバキ号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7

番・15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 セレステアルスター号・ロックアードゴージ号
（非抽選馬） 3頭 アルマアンジュ号・コールオンミー号・ショウナンダリア号
※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。

15016 6月4日 晴 良 （29東京3）第2日 第4競走 ��
��2，400�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
2：22．1
2：22．1

良
良

612 ホウオウドリーム 牡3鹿 56 福永 祐一小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 500－ 42：28．2 8．1�
817 タイセイレイザー 牡3青鹿56 松岡 正海田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 B462± 02：28．3� 21．8�
24 ルーラーキング 牡3鹿 56 戸崎 圭太宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 464－ 22：28．4	 11．4�
713 マイネルハレオ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 426± 02：28．5	 40．4�
611 アーネストホープ 牡3栗 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 2 〃 クビ 147．3�
23 インペリアルフィズ 牡3栗 56 四位 洋文 	社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B458－ 2 〃 ハナ 30．6

12 パラディラタン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹堀 祥子氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－ 22：28．6	 253．5�

818 ウィードスピリット 牡3栗 56
53 ▲武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 新ひだか チャンピオンズファーム 468± 02：28．81
 13．9�

816 ベストダンス 牡3黒鹿56 岩田 康誠平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492＋ 6 〃 ハナ 92．1
48 イ ム ノ ス 牡3黒鹿56 M．デムーロ 	サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 402＋ 22：29．01
 4．2�
36 ムスターヴェルク 牝3青鹿54 C．ルメール 	キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 クビ 2．5�
59 プラスドピラミッド 牝3青鹿54 北村 宏司吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 432－102：29．1	 238．0�
47 サトノヴィクトリー 牡3鹿 56 J．モレイラ里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B454－ 22：29．2	 8．2�

（香港）

35 ロイヤルアイザック 牡3栗 56 大野 拓弥保坂 義貞氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 452－ 62：29．41	 45．4�
11 ベルウッドデナリ 牡3黒鹿56 江田 照男鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 490± 0 〃 ハナ 15．6�
714 メロディーオブラブ 牝3鹿 54 池添 謙一三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 434± 02：30．25 330．4�
510 タカラキングダム �3鹿 56 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 458＋ 62：30．62	 563．1�
715 マロンクリスタル 牝3栗 54 宮崎 北斗大社 聡氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 452－ 22：30．81
 583．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，377，600円 複勝： 68，376，000円 枠連： 26，427，100円
馬連： 94，158，500円 馬単： 45，639，000円 ワイド： 59，618，900円
3連複： 129，872，800円 3連単： 168，553，800円 計： 640，023，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 320円 � 480円 � 300円 枠 連（6－8） 2，170円

馬 連 �� 8，020円 馬 単 �� 13，770円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 1，330円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 17，960円 3 連 単 ��� 104，000円

票 数

単勝票数 計 473776 的中 � 46584（3番人気）
複勝票数 計 683760 的中 � 57675（4番人気）� 34770（8番人気）� 62694（3番人気）
枠連票数 計 264271 的中 （6－8） 9417（8番人気）
馬連票数 計 941585 的中 �� 9091（28番人気）
馬単票数 計 456390 的中 �� 2484（48番人気）
ワイド票数 計 596189 的中 �� 6307（31番人気）�� 11706（14番人気）�� 8503（22番人気）
3連複票数 計1298728 的中 ��� 5423（59番人気）
3連単票数 計1685538 的中 ��� 1175（321番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．5―37．7―50．7―1：03．5―1：16．2―1：29．1―1：41．5―1：53．7―2：04．9―2：16．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．5
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ホウオウドリーム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2017．5．14 京都6着

2014．1．31生 牡3鹿 母 メジロドーベル 母母 メジロビユーテイー 2戦1勝 賞金 5，000，000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 マイネルシルバリー号
※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。



15017 6月4日 晴 良 （29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
1：33．5
1：32．3

良
良

36 ステルヴィオ 牡2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462 ―1：34．8 3．7�
612 サトノオンリーワン 牡2芦 54 J．モレイラ里見 治氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：35．11� 2．0�
（香港）

815 スプリングマン 牡2黒鹿54 松山 弘平山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 斉藤 政志 478 ―1：35．2� 23．4�
24 スターフィールド 牡2黒鹿54 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476 ―1：36．26 19．0�
11 ハヤブサレジェンド 牡2黒鹿54 田辺 裕信武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 498 ―1：36．3� 10．5�
611 マ イ レ 牡2鹿 54 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 466 ―1：36．4� 7．5	
713 トーセンアスター 牝2黒鹿54 北村 宏司島川 
哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 448 ―1：36．93 51．3�
59 シゲルジャンボイモ 牡2芦 54 吉田 隼人森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 492 ―1：37．22 97．5�
35 カガプラナス 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 398 ―1：37．51� 214．0
12 マイネルグリージョ 牡2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 競優牧場 448 ―1：38．13� 44．9�
510 ニシノベイオウルフ 牡2黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 472 ―1：38．2� 77．2�
714 ジュンアンビション 牡2鹿 54 石川裕紀人河合 純二氏 畠山 吉宏 新ひだか 西川富岡牧場 404 ―1：38．41	 77．4�
23 ル リ エ フ 牝2芦 54 柴山 雄一�菅井牧場 竹内 正洋 浦河 木戸口牧場 444 ― 〃 アタマ 64．3�
47 ニュートリック 牡2青鹿54 横山 和生�Basic 小野 次郎 青森 大西興産 452 ―1：38．71� 257．2�
816 セイカフェボリット 牡2黒鹿54 大野 拓弥久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 456 ―1：40．5大差 235．4�
48 ホ ク セ ツ 牡2青鹿54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 496 ―1：41．99 308．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，634，800円 複勝： 55，060，200円 枠連： 24，210，700円
馬連： 82，549，700円 馬単： 46，065，000円 ワイド： 46，872，600円
3連複： 93，080，200円 3連単： 139，510，200円 計： 545，983，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 120円 � 340円 枠 連（3－6） 340円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 220円 �� 890円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 7，040円

票 数

単勝票数 計 586348 的中 � 133014（2番人気）
複勝票数 計 550602 的中 � 100012（2番人気）� 157919（1番人気）� 26573（6番人気）
枠連票数 計 242107 的中 （3－6） 54682（1番人気）
馬連票数 計 825497 的中 �� 167014（1番人気）
馬単票数 計 460650 的中 �� 39078（2番人気）
ワイド票数 計 468726 的中 �� 67555（1番人気）�� 11859（10番人気）�� 14823（9番人気）
3連複票数 計 930802 的中 ��� 36459（4番人気）
3連単票数 計1395102 的中 ��� 14354（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．4―47．8―1：00．3―1：11．8―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．5
3 ・（5，1）15，6，13（4，14）（12，9，11）－2（7，16）10－8，3 4 ・（5，1）15（12，6，13）4，14（2，9，11）10，7－16（8，3）

勝馬の
紹 介

ステルヴィオ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ファルブラヴ 初出走

2015．1．15生 牡2鹿 母 ラ ル ケ ッ ト 母母 ア ズ サ ユ ミ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカフェボリット号・ホクセツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月4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。

15018 6月4日 晴 良 （29東京3）第2日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時55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
1：21．5

不良
不良

36 データヴァリュー 牡3鹿 56 J．モレイラ �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 470－ 41：26．5 1．5�
（香港）

510 コウギョウスター 牡3栗 56 北村 宏司菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 508－ 4 〃 クビ 57．4�
23 ラ ン ボ シ 牡3鹿 56 宮崎 北斗古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 B478－ 81：26．6� 203．5�
816� リ モ ン デ ィ 牡3鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 524＋ 21：26．7	 9．5�
714 マーブルフラッシュ 牡3栗 56 吉田 豊西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 444＋ 21：26．8クビ 11．4�
612 サクラレガーロ 牡3栗 56 吉田 隼人	さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 西村 和夫 462＋201：27．11� 132．0

35 サンマルアルティマ 牡3黒鹿56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 474－ 4 〃 ハナ 70．6�
24 � ライバーバード 牡3芦 56 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B486－ 4 〃 アタマ 10．7�
47 � ヒロミノテソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 米 Ted Folkerth

& Brookdale 506＋ 61：27．41� 74．4
59 デザートトリップ 牡3鹿 56 的場 勇人 	グランデオーナーズ 的場 均 新冠 カミイスタット 460－ 81：27．71	 11．7�
611 マッジョネラ 
3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 476－ 61：27．8	 19．3�
12 ヤンチャボウズ 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 見上牧場 466＋161：28．22	 23．1�
48 プレシャスジュエル 牝3鹿 54 松岡 正海 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 450－ 21：29．810 75．4�
815 コーリンマカロン 牝3栗 54 松山 弘平伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 494 ―1：30．0� 23．5�
11 ダークガーランド 牡3芦 56 岩部 純二新井原 博氏 伊藤 正徳 新冠 佐藤 義紀 460＋101：32．1大差 129．9�
713 カミノオウジャ 牡3青鹿56 西村 太一村上 正喜氏 南田美知雄 新冠 川上牧場 530 ― （競走中止） 321．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，139，300円 複勝： 74，442，600円 枠連： 22，379，300円
馬連： 87，294，800円 馬単： 52，684，100円 ワイド： 57，322，000円
3連複： 116，754，700円 3連単： 181，540，400円 計： 636，557，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 970円 � 2，350円 枠 連（3－5） 600円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 3，900円 �� 27，880円

3 連 複 ��� 98，720円 3 連 単 ��� 286，120円

票 数

単勝票数 計 441393 的中 � 233308（1番人気）
複勝票数 計 744426 的中 � 332384（1番人気）� 11742（10番人気）� 4640（15番人気）
枠連票数 計 223793 的中 （3－5） 28556（2番人気）
馬連票数 計 872948 的中 �� 14085（15番人気）
馬単票数 計 526841 的中 �� 7426（14番人気）
ワイド票数 計 573220 的中 �� 7046（20番人気）�� 3788（33番人気）�� 522（93番人気）
3連複票数 計1167547 的中 ��� 887（160番人気）
3連単票数 計1815404 的中 ��� 460（507番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．0―47．2―59．6―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F39．3
3 ・（3，4，8，15）（1，6）（7，11）－（10，12）9（2，14）16－5＝13 4 3（4，8）（6，15）1，7，11，10－（9，12）（2，14）16，5

勝馬の
紹 介

データヴァリュー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．2．5 東京3着

2014．2．8生 牡3鹿 母 クリックヒア 母母 ニュースヴァリュー 4戦1勝 賞金 8，500，000円
〔競走中止〕 カミノオウジャ号は，競走中に異常歩様となったため4コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 データヴァリュー号の騎手J．モレイラは，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。（被害馬：10番）

サクラレガーロ号の騎手吉田隼人は，後検量に遅れたことついて戒告。
〔調教再審査〕 カミノオウジャ号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダークガーランド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダンエクセル号
※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。



15019 6月4日 晴 良 （29東京3）第2日 第7競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （ダート・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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

816 サトノティターン 牡4黒鹿57 J．モレイラ里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 568＋122：13．2 6．9�
（香港）

47 ハッスルバッスル 牡3黒鹿54 柴山 雄一吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 B486－ 22：13．62� 8．4�
611 リョウランヒーロー 牡3黒鹿 54

51 ▲横山 武史佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 476＋ 22：13．91	 27．1�
12 ビレッジゴールド 牡4栗 57 横山 和生村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B480－ 42：14．0� 41．4�
510 イルフォーコン 牡4黒鹿57 松岡 正海 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 452＋ 62：14．95 3．2�
23 プ エ ル ト 
5鹿 57 北村 宏司池谷 誠一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム B526＋ 22：15．0� 7．4�
815 トモジャヴァリ 牡3鹿 54 武 豊吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 450± 02：15．1	 3．2	
48 セイカエドミザカ 牡4栗 57

55 △井上 敏樹久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 B480－ 22：15．84 35．0

36 トーホウデサント 牡4鹿 57 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 476＋ 22：15．9� 31．1�
612 エポックメーカー 牡3鹿 54 大野 拓弥林 正道氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 506－ 62：16．21	 56．3
59 フォルゴラーレ 牝5黒鹿 55

54 ☆木幡 初也藤田 孟司氏 天間 昭一 日高 モリナガファーム 502＋ 82：16．41� 222．5�
35  ソ ウ マ 牡4青鹿57 宮崎 北斗上野 直樹氏 青木 孝文 新ひだか 澤田 嘉隆 484－ 2 〃 ハナ 290．2�
713 ネコダンサー 牡4黒鹿57 蛯名 正義桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 488± 0 〃 クビ 29．5�
11  ロードサンダー 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹 �ロードホースクラブ 藤原 辰雄 新ひだか ケイアイファーム 466－ 42：16．5クビ 133．1�
24 ピアノイッチョウ 牝3黒鹿52 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 524＋ 82：16．71� 56．0�
714 ブラヴォバンビーノ 牡3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 474－162：20．8大差 29．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，177，100円 複勝： 67，483，800円 枠連： 29，451，900円
馬連： 105，267，100円 馬単： 48，553，600円 ワイド： 64，025，100円
3連複： 138，751，200円 3連単： 172，304，000円 計： 669，013，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 300円 � 220円 � 570円 枠 連（4－8） 890円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 2，730円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 17，880円 3 連 単 ��� 82，130円

票 数

単勝票数 計 431771 的中 � 49500（3番人気）
複勝票数 計 674838 的中 � 58521（5番人気）� 89687（3番人気）� 27071（7番人気）
枠連票数 計 294519 的中 （4－8） 25409（3番人気）
馬連票数 計1052671 的中 �� 23602（11番人気）
馬単票数 計 485536 的中 �� 5953（20番人気）
ワイド票数 計 640251 的中 �� 13871（11番人気）�� 5976（31番人気）�� 5963（32番人気）
3連複票数 計1387512 的中 ��� 5817（60番人気）
3連単票数 計1723040 的中 ��� 1521（248番人気）

ハロンタイム 7．2―10．7―11．9―11．9―12．4―12．6―12．9―13．7―13．9―13．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―17．9―29．8―41．7―54．1―1：06．7―1：19．6―1：33．3―1：47．2―2：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．6―3F39．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノティターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2016．7．30 新潟1着

2013．5．5生 牡4黒鹿 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 2戦2勝 賞金 12，300，000円
〔調教再審査〕 サトノティターン号は，最後の直線コースで外側及び内側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラヴォバンビーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンシルフ号
※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。

15020 6月4日 晴 良 （29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 （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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

510 アデレードヒル 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 476－ 21：25．9 2．0�
24 コロニアルスタイル 牝3栗 52 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 450± 01：26．21� 13．6�
23 スールキートス 牝5黒鹿55 吉田 豊�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 496± 01：26．52 4．5�
12 リンガスヴィグラス 牝5鹿 55 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 466－ 81：26．82 20．1�
611 ラピッドライズ 牝4青鹿 55

52 ▲野中悠太郎下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482± 01：26．9クビ 19．7�
714� マイハーベスト 牝4鹿 55 丸山 元気西城 公雄氏 松永 康利 日高 メイプルファーム 458－ 21：27．0� 122．0	
11 ヤマイチジャスティ 牝4鹿 55 内田 博幸菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 482＋ 41：27．1� 5．8

47 � ベストエビデンス 牝5栗 55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 426＋ 21：27．31	 103．5�
36 タイキマロン 牝4鹿 55 北村 宏司�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 468＋ 21：27．5� 125．5�
815 シュエットヌーベル 牝3栗 52

51 ☆木幡 初也 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B452± 0 〃 ハナ 38．4�

713 パミーナコラッジョ 牝4鹿 55
52 ▲武藤 雅桜井 忠隆氏 水野 貴広 新冠 須崎牧場 496＋181：27．82 40．0�

612� グ ラ デ ィ ス 牝5鹿 55
53 △伴 啓太�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 492－ 21：27．9クビ 94．7�

35 � スズヨサムソン 牝5黒鹿55 松岡 正海鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 484± 01：28．11� 40．2�
48 ボーアムルーズ 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 服部 牧場 482－ 21：28．42 93．5�

59 オレンジガール 牝4鹿 55
53 △井上 敏樹樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 428－ 21：28．93 250．7�

816 リオファンク 牝3鹿 52 大野 拓弥阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 堤 牧場 468－ 61：29．75 16．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，102，600円 複勝： 62，261，800円 枠連： 32，299，700円
馬連： 112，512，800円 馬単： 57，012，200円 ワイド： 67，738，500円
3連複： 143，621，300円 3連単： 206，698，900円 計： 724，247，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 250円 � 150円 枠 連（2－5） 370円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 490円 �� 230円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 7，690円

票 数

単勝票数 計 421026 的中 � 167685（1番人気）
複勝票数 計 622618 的中 � 165631（1番人気）� 45116（4番人気）� 111531（2番人気）
枠連票数 計 322997 的中 （2－5） 66128（1番人気）
馬連票数 計1125128 的中 �� 72131（3番人気）
馬単票数 計 570122 的中 �� 24273（6番人気）
ワイド票数 計 677385 的中 �� 33241（4番人気）�� 86869（1番人気）�� 19658（8番人気）
3連複票数 計1436213 的中 ��� 51409（3番人気）
3連単票数 計2066989 的中 ��� 19484（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―36．4―49．1―1：01．2―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アデレードヒル �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．10．25 新潟2着

2013．3．17生 牝4鹿 母 レディビーナス 母母 User Friendly 10戦3勝 賞金 27，900，000円
〔制裁〕 マイハーベスト号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※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 リバーサイドパーク号



15021 6月4日 晴 良 （29東京3）第2日 第9競走 ��
��2，000�ホンコンジョッキークラブトロフィー

発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 バ ル デ ス 牡3栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：59．4 2．1�
33 チェスナットコート 牡3栗 54 蛯名 正義窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 450－ 41：59．82� 5．3�
11 	 フィールドシャルム 牡4鹿 57 岩田 康誠岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 476－ 62：00．01
 14．3�
77 ラ ペ ル ト ワ 牝4青 55 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 506－ 1 〃 クビ 43．1�
55 サーベラージュ 牡3栗 54 J．モレイラ�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 476－ 22：00．42� 2．8	

（香港）

78 コスモピクシス 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 42：00．61
 9．1

66 	 コパノハミルトン 牡5黒鹿57 大野 拓弥小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 492－ 42：00．91� 95．0�
810	 レオクイック 牡5鹿 57 岩部 純二坂田 行夫氏 天間 昭一 浦河 田中スタッド 460－ 62：01．0� 69．8�
44 クインズクオーツ 牡4栗 57 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 440－142：01．31� 87．8
89 オールウェイズゼア 牡3黒鹿54 柴山 雄一グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 466－ 22：01．72� 84．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，032，300円 複勝： 46，051，500円 枠連： 20，433，000円
馬連： 105，860，000円 馬単： 63，505，700円 ワイド： 52，145，900円
3連複： 125，606，200円 3連単： 297，110，700円 計： 757，745，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 240円 枠 連（2－3） 540円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 260円 �� 480円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 計 470323 的中 � 172507（1番人気）
複勝票数 計 460515 的中 � 157481（1番人気）� 65728（3番人気）� 33688（5番人気）
枠連票数 計 204330 的中 （2－3） 29163（2番人気）
馬連票数 計1058600 的中 �� 144221（2番人気）
馬単票数 計 635057 的中 �� 60389（3番人気）
ワイド票数 計 521459 的中 �� 58625（2番人気）�� 26665（6番人気）�� 14171（9番人気）
3連複票数 計1256062 的中 ��� 53962（5番人気）
3連単票数 計2971107 的中 ��� 40567（15番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．2―12．3―12．2―12．2―11．6―11．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．8―37．0―49．3―1：01．5―1：13．7―1：25．3―1：36．3―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

バ ル デ ス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 東京1着

2014．3．14生 牡3栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 4戦2勝 賞金 21，031，000円
※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。

15022 6月4日 晴 良 （29東京3）第2日 第10競走 ��
��1，400�

ゆ い が は ま

由 比 ヶ 浜 特 別
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，28．6．4以降29．5．28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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

610 ロワアブソリュー 牡4鹿 57．5 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510± 01：21．3 1．7�
22 タケデンタイガー 牡5栗 53 武士沢友治武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 B470＋ 21：21．51� 45．6�
711 モ ア ナ 牝3青鹿51 内田 博幸吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 486－ 21：21．71� 4．1�
33 � バウトナカヤマ 牡5黒鹿54 柴田 善臣�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 518－ 41：21．8	 22．2�
58 ダノンハイパワー 牡3黒鹿53 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 482－ 21：22．01� 28．4	
46 デアレガーロ 牝3鹿 51 丸田 恭介 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 ハナ 8．6

69 � ライズスクリュー 牝3栗 51 横山 武史島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 456＋ 6 〃 ハナ 71．1�
814 マ ユ キ 牝6栗 51 吉田 豊稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 484＋ 41：22．32 42．9
11 リヴィエール 牝6芦 52 石川裕紀人杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 472－ 8 〃 ハナ 17．9�
712� レッドアフレイム 牡5鹿 54 J．モレイラ �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 436－101：22．4	 10．3�
（香港）

34 ブラウンカイ 牡6鹿 53 武藤 雅キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 470＋ 41：22．72 283．3�
813� ホーリーシュラウド 牝5黒鹿52 藤懸 貴志星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 ハナ 99．7�
45 � マンハッタンヘンジ 牡6黒鹿53 岩田 康誠加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 498－ 81：23．23 231．1�
57 ジャストフォーユー 牡5鹿 54 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 478＋101：23．3クビ 37．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 74，445，000円 複勝： 96，810，400円 枠連： 42，506，200円
馬連： 215，185，500円 馬単： 100，487，600円 ワイド： 99，384，800円
3連複： 264，822，400円 3連単： 441，756，400円 計： 1，335，398，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 480円 � 150円 枠 連（2－6） 4，630円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 220円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 25，560円

票 数

単勝票数 計 744450 的中 � 332325（1番人気）
複勝票数 計 968104 的中 � 339667（1番人気）� 28634（10番人気）� 163860（2番人気）
枠連票数 計 425062 的中 （2－6） 7104（13番人気）
馬連票数 計2151855 的中 �� 34183（14番人気）
馬単票数 計1004876 的中 �� 12601（20番人気）
ワイド票数 計 993848 的中 �� 17515（14番人気）�� 147804（1番人気）�� 10678（26番人気）
3連複票数 計2648224 的中 ��� 39139（16番人気）
3連単票数 計4417564 的中 ��� 12528（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．1―36．0―47．9―58．9―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．4
3 ・（1，10）（3，11）（2，14）6（5，12）（4，7）9（13，8） 4 ・（1，10）（2，11）（3，14）12（5，6）7，4（9，8）13

勝馬の
紹 介

ロワアブソリュー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2015．12．12 阪神1着

2013．4．10生 牡4鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 10戦4勝 賞金 74，367，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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



15023 6月4日 晴 良 （29東京3）第2日 第11競走
第67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・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 103，000，000円 41，000，000円 26，000，000円 15，000，000円 10，300，000円
付 加 賞 3，864，000円 1，104，000円 552，000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

1：31．3
1：30．7
1：31．3

良
良
良

714 サトノアラジン 牡6鹿 58 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 528＋ 41：31．5 12．4�
816 ロ ゴ タ イ プ 牡7黒鹿58 田辺 裕信吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 494－ 4 〃 クビ 14．6�
36 レッドファルクス 牡6芦 58 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 474± 01：31．6クビ 7．9�
47 グレーターロンドン 牡5鹿 58 福永 祐一窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 474＋ 2 〃 クビ 11．8�
48 エアスピネル 牡4栗 58 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 476－ 81：31．7クビ 5．9�
612� ビューティーオンリー 	6鹿 58 Z．パートン K．クォック＆H．クォック A．クルーズ 愛 Massimo

Parri 496－181：31．8
 18．1	
（Beauty Only（IRE）） （香港） （香港）

818 ステファノス 牡6鹿 58 戸崎 圭太 
キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 8．1�
715 イスラボニータ 牡6黒鹿58 C．ルメール 
社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 81：31．9
 3．5�
510 ク ラ レ ン ト 牡8栗 58 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 ノースヒルズマネジメント 488± 0 〃 クビ 120．9
35 � コンテントメント 	7栗 58 J．モレイラ T．ロー氏 J．サイズ 豪 Mr.PJ

Favretto 500－161：32．32
 44．5�
（Contentment（AUS））（香港） （香港）

59 ロンギングダンサー 牡8黒鹿58 横山 和生坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム B488＋ 4 〃 アタマ 347．0�
23 サンライズメジャー 牡8栗 58 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 484－ 81：32．72
 207．5�
12 ディサイファ 牡8鹿 58 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 2 〃 クビ 138．9�
713 ロジチャリス 牡5栗 58 内田 博幸久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 554－ 61：32．8クビ 55．1�
24 アンビシャス 牡5黒鹿58 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 466－ 41：32．9� 9．1�
817 ヤングマンパワー 牡5黒鹿58 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：33．11� 32．4�
11 トーキングドラム 牡7鹿 58 石橋 脩下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484＋ 6 〃 アタマ 178．7�
611 ブラックスピネル 牡4黒鹿58 松山 弘平 
サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500－ 21：33．73
 19．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 713，907，800円 複勝： 791，685，400円 枠連： 593，252，300円 馬連： 2，563，305，000円 馬単： 1，015，317，300円
ワイド： 1，041，107，500円 3連複： 4，036，596，100円 3連単： 6，648，802，600円 5重勝： 556，160，300円 計： 17，960，134，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 380円 � 440円 � 340円 枠 連（7－8） 590円

馬 連 �� 10，480円 馬 単 �� 20，410円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 2，730円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 43，500円 3 連 単 ��� 283，000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����� 709，120円

票 数

単勝票数 計7139078 的中 � 457319（7番人気）
複勝票数 計7916854 的中 � 548409（6番人気）� 458874（7番人気）� 638605（4番人気）
枠連票数 計5932523 的中 （7－8） 774490（2番人気）
馬連票数 計25633050 的中 �� 189498（40番人気）
馬単票数 計10153173 的中 �� 37293（75番人気）
ワイド票数 計10411075 的中 �� 93425（33番人気）�� 98453（30番人気）�� 98830（29番人気）
3連複票数 計40365961 的中 ��� 69585（128番人気）
3連単票数 計66488026 的中 ��� 17033（797番人気）
5重勝票数 計5561603 的中 ����� 549

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．6―11．6―11．0―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．8―33．9―45．5―57．1―1：08．1―1：19．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノアラジン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．8．10 新潟1着

2011．2．16生 牡6鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 23戦8勝 賞金 423，663，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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。

15024 6月4日 晴 良 （29東京3）第2日 第12競走 ��
��1，600�

み う ら

三 浦 特 別
発走16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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714 シュナウザー 牡4黒鹿57 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476－ 61：37．4 1．4�
510�	 アメリカンストーム 牡5栗 57 内田 博幸吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &

Michael Baum 556＋ 81：38．35 10．9�
612	 ラ バ ニ ー ユ 牝5芦 55 M．デムーロ前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 420－ 41：38．4
 6．6�
611 シーリーヴェール 牡6青鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム 488－ 61：38．5クビ 31．8�
35 ジェイケイライアン 牡5鹿 57 戸崎 圭太小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム 480－ 41：38．6
 7．6�
36 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡5鹿 57 吉田 豊	ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 508＋ 21：38．7クビ 182．7

48 アルファアリエス 牡6鹿 57 勝浦 正樹	貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 466－ 41：38．8� 98．9�
11 ブルーボサノヴァ 牝6栗 55 柴田 大知 	ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 514＋121：38．9� 57．6�
815 ダイチヴュルデ 牡6鹿 57 石橋 脩 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 458＋ 61：39．0
 165．4
816 ゴールドリーガル 牡6鹿 57 木幡 初也居城 寿与氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 464－ 81：39．21� 61．3�
12 アドマイヤピンク 牝5栗 55 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476－ 41：39．3� 45．3�
24 	 ハヤブサライデン 牡5鹿 57 田中 勝春�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 488＋ 4 〃 ハナ 68．5�
47 	 エターナルヒーロー 7黒鹿57 江田 照男岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 472＋ 21：39．4
 79．3�
23 イダクァイマ 牡5栗 57 松岡 正海張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B506－ 81：39．5� 49．4�
59 ロゼッタストーン 牡8鹿 57 大野 拓弥太田珠々子氏 森田 直行 日高 天羽牧場 470－ 4 〃 アタマ 60．7�
713 タッチシタイ 牡7栗 57 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 494－ 21：40．24 66．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 111，409，000円 複勝： 254，974，500円 枠連： 76，044，200円
馬連： 292，190，200円 馬単： 163，012，900円 ワイド： 164，418，200円
3連複： 399，908，700円 3連単： 798，952，100円 計： 2，260，909，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（5－7） 460円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 240円 �� 250円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 2，480円

票 数

単勝票数 計1114090 的中 � 615334（1番人気）
複勝票数 計2549745 的中 � 1614819（1番人気）� 180397（2番人気）� 163891（4番人気）
枠連票数 計 760442 的中 （5－7） 126018（2番人気）
馬連票数 計2921902 的中 �� 437928（1番人気）
馬単票数 計1630129 的中 �� 196942（1番人気）
ワイド票数 計1644182 的中 �� 189416（1番人気）�� 182696（2番人気）�� 47342（7番人気）
3連複票数 計3999087 的中 ��� 284871（1番人気）
3連単票数 計7989521 的中 ��� 232957（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．0―48．5―1：01．3―1：13．4―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュナウザー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2016．2．7 東京1着

2013．3．6生 牡4黒鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip 7戦4勝 賞金 48，464，000円

５レース目



（29東京3）第2日 6月4日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 190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
厩務員出走奨励金

362，100，000円
2，530，000円
16，100，000円
6，800，000円
45，170，000円
74，317，000円
5，606，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
1，287，489，600円
1，724，197，000円
931，309，600円
3，895，498，600円
1，725，591，400円
1，802，920，800円
5，781，858，800円
9，525，818，900円
556，160，300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 27，230，845，000円

総入場人員 57，143名 （有料入場人員 54，239名）
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