
15049 6月16日 曇 重 （30東京3）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時10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
1：21．2
1：20．3

良
良

47 サ ワ サ ワ 牝2鹿 54 三浦 皇成�KTレーシング 栗田 徹 新冠 有限会社 大
作ステーブル 436＋ 21：24．0 1．7�

36 ナーゲルリング 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 438＋ 4 〃 クビ 5．5�
12 ウインレフィナード 牡2黒鹿 54

52 △武藤 雅�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 430± 01：24．21� 11．2�
713� ヴォイスオブジョイ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 446＋ 61：24．41 5．2�

23 ウィローグラウス 牝2鹿 54 津村 明秀 �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 420± 01：24．61	 43．3	

35 ヤンチャプリヒメ 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 424＋ 61：24．81	 165．0

510 ア キ ン ド 牡2鹿 54 柴田 善臣小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 480－ 21：25．01� 26．5�
612 ナ ミ ブ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 21：25．1	 229．7�
611 ハヤブサグングン 牡2栗 54 石川裕紀人武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか 斉藤スタッド 446＋ 2 〃 アタマ 61．2
11 ヴァトナヨークトル 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 474± 01：25．31� 122．2�
48 ネ ロ ー ネ 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 412－ 6 〃 クビ 61．5�
714 シゲルアゲット 牝2芦 54 江田 照男森中 蕃氏 石栗 龍彦 浦河 王蔵牧場 388＋ 21：25．93	 264．9�
24 セイカヤマノ 牡2黒鹿54 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 478－ 41：26．0	 253．4�
816 ナ ミ ノ ハ ナ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士大久保與志雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 弘之 406－ 61：26．1	 356．1�
59 シゲルキラキラ 牝2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか レースホース牧場 434± 0 〃 クビ 228．3�
815 ハーツイーズ 牡2栗 54 北村 宏司山口 裕介氏 松永 康利 新ひだか 森 政巳 460－ 61：26．42 66．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，407，900円 複勝： 47，717，400円 枠連： 12，829，500円
馬連： 50，321，600円 馬単： 29，672，400円 ワイド： 33，920，200円
3連複： 68，778，600円 3連単： 106，980，500円 計： 377，628，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（3－4） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 190円 �� 250円 �� 470円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 1，900円

票 数

単勝票数 計 274079 的中 � 134376（1番人気）
複勝票数 計 477174 的中 � 247867（1番人気）� 62496（2番人気）� 40240（4番人気）
枠連票数 計 128295 的中 （3－4） 27297（1番人気）
馬連票数 計 503216 的中 �� 106023（1番人気）
馬単票数 計 296724 的中 �� 41481（1番人気）
ワイド票数 計 339202 的中 �� 52947（1番人気）�� 34705（3番人気）�� 15363（5番人気）
3連複票数 計 687786 的中 ��� 62105（2番人気）
3連単票数 計1069805 的中 ��� 40727（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．1―48．4―1：00．0―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．6
3 6，7（1，8）（5，14，15）2（10，11）（3，9）（13，12）－16＝4 4 6，7（1，8）（2，5，14）（10，15）（3，11）（13，9，12）－（16，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ワ サ ワ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ムーンバラッド デビュー 2018．6．3 東京2着

2016．4．13生 牝2鹿 母 イシュトリルトン 母母 レディベローナ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

15050 6月16日 曇 不良 （30東京3）第5日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時40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

36 ミ ュ ゼ ッ ト 牝3栗 54 西村 太一ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－ 41：37．0 12．2�

47 リンガスビンゴ 牝3黒鹿54 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 508－ 21：37．21� 4．7�
59 ロールモデル 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 クビ 21．3�
612 ペイシャデザイヤー 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 土田 扶美子 478＋ 21：37．3クビ 18．0�
815 デンセツノマジョ 牝3黒鹿54 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 454＋ 41：37．93� 3．0�
713 エイワファースト 牝3鹿 54 江田 照男永井公太郎氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 452－ 4 〃 アタマ 6．8	
24 ウィキッドアイズ 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B472＋ 41：38．0� 5．2

611 ウ ィ キ ャ ン 牝3鹿 54 柴田 善臣道永 幸治氏 田中 清隆 新冠 スカイビーチステーブル 436＋101：38．53 156．3�
714 ミセスユウコチャン 牝3栗 54 津村 明秀長谷川 彰氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 454－ 21：38．92� 104．7�
11 アイアムオパール 牝3鹿 54 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 480＋ 41：39．32� 170．3
12 ノ ノ レ タ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也内藤 好江氏 勢司 和浩 茨城 内藤牧場 442＋14 〃 アタマ 140．3�
48 ジュールドミュゲ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �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 468－ 61：39．4クビ 33．4�
510 ザラストキャンディ 牝3鹿 54 宮崎 北斗藤田 在子氏 天間 昭一 新冠 山岡牧場 458 ―1：39．5� 145．8�
23 フィールグッド 牝3鹿 54 石橋 脩小林竜太郎氏 土田 稔 日高 奥山 博 442＋ 41：39．6クビ 15．9�
35 ハシレウマザンマイ 牝3栗 54 丸田 恭介鈴木 慈雄氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 432－ 41：40．98 208．4�
816 デ ュ ー ス 牝3黒鹿54 北村 宏司�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518 ―1：51．6大差 15．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，961，400円 複勝： 42，710，300円 枠連： 15，187，000円
馬連： 53，890，900円 馬単： 25，293，200円 ワイド： 37，495，600円
3連複： 73，310，900円 3連単： 86，670，000円 計： 359，519，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 300円 � 160円 � 750円 枠 連（3－4） 2，080円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 860円 �� 4，580円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 20，080円 3 連 単 ��� 110，430円

票 数

単勝票数 計 249614 的中 � 16319（5番人気）
複勝票数 計 427103 的中 � 34056（5番人気）� 88074（2番人気）� 11510（9番人気）
枠連票数 計 151870 的中 （3－4） 5652（9番人気）
馬連票数 計 538909 的中 �� 18044（9番人気）
馬単票数 計 252932 的中 �� 3758（20番人気）
ワイド票数 計 374956 的中 �� 11740（9番人気）�� 2039（41番人気）�� 5094（25番人気）
3連複票数 計 733109 的中 ��� 2738（62番人気）
3連単票数 計 866700 的中 ��� 569（330番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ュ ゼ ッ ト �
�
父 ハードスパン �

�
母父 アルカセット デビュー 2018．4．15 中山4着

2015．5．4生 牝3栗 母 サンデーミューズ 母母 スカルプトレス 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 ミュゼット号の騎手西村太一は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デュース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月16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。
（非当選馬） 2頭 オスカーレーヴ号・グログラン号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 東京競馬 第５日



15051 6月16日 曇 不良 （30東京3）第5日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時10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
1：21．5
1：21．5

重
不良

23 オレノマニラ 牡3栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 416± 01：24．5 3．3�
48 クレバージェット 牡3栗 56 石橋 脩田畑 利彦氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 518＋ 4 〃 クビ 5．3�
36 コールドターキー 牡3栗 56 嶋田 純次薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 446＋ 61：24．71� 35．8�
816 アロングショット 牡3鹿 56 大野 拓弥藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B446－ 21：24．91 2．4�
59 サンズエーガル 牝3栗 54 嘉藤 貴行天堀 忠博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 武 牧場 B470＋ 6 〃 ハナ 15．2�
510 ネイチャーモルサム 牡3黒鹿56 原田 和真井上 修一氏 根本 康広 浦河 浦河土肥牧場 462＋ 21：25．0� 11．6�
713 パ ト ロ ナ 牡3鹿 56

54 △武藤 雅 	社台レースホース黒岩 陽一 安平 追分ファーム 456 ―1：25．74 28．3

47 グランエクシト 牡3黒鹿56 内田 博幸迎 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飯岡牧場 490＋ 21：25．8� 26．4�
714 シーイズアピーチ 牝3黒鹿54 津村 明秀柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 452 ―1：26．11� 160．6�
11 サクラメント 牝3黒鹿54 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 平野牧場 502＋ 41：26．2� 226．6�
12 ラングドック 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム B442－ 2 〃 ハナ 138．4�
815 エリースコール 牝3鹿 54 宮崎 北斗谷川 正純氏 青木 孝文 新ひだか 谷藤 弘美 454－ 61：26．52 137．3�
611 モントルイユ 牡3栗 56 伊藤 工真 	キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 468± 01：26．71� 74．5�
612 アドマイヤテン 牡3黒鹿56 北村 宏司近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 530 ―1：27．23 25．5�

（アドマイヤルナソル）

24 ギブユースマイル 牝3黒鹿54 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：27．3� 90．9�
35 ヒロノゴールド 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子中丸 裕嗣氏 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド 500 ―1：28．15 72．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，720，400円 複勝： 36，625，200円 枠連： 18，408，400円
馬連： 59，233，300円 馬単： 28，911，900円 ワイド： 37，378，700円
3連複： 74，698，400円 3連単： 92，130，300円 計： 374，106，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 180円 � 630円 枠 連（2－4） 730円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，340円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 7，010円 3 連 単 ��� 23，230円

票 数

単勝票数 計 267204 的中 � 64533（2番人気）
複勝票数 計 366252 的中 � 74875（2番人気）� 57250（3番人気）� 10763（9番人気）
枠連票数 計 184084 的中 （2－4） 19428（4番人気）
馬連票数 計 592333 的中 �� 76442（2番人気）
馬単票数 計 289119 的中 �� 19709（3番人気）
ワイド票数 計 373787 的中 �� 30700（3番人気）�� 6753（16番人気）�� 4001（20番人気）
3連複票数 計 746984 的中 ��� 7984（19番人気）
3連単票数 計 921303 的中 ��� 2875（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．5―47．8―1：00．1―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 1（8，15）3（4，9）2（10，11）12，6－（16，7，14）13＝5 4 ・（1，8，15）3（4，9）（2，10）－11（6，12）16（7，14）13＝5

勝馬の
紹 介

オレノマニラ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．10．14 東京6着

2015．4．11生 牡3栗 母 フ ク ウ マ 母母 バブリングブライド 9戦1勝 賞金 12，050，000円
※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 ブラックコニャック号・ペルネッティア号

15052 6月16日 曇
（ 芝 ）重
（ダート）不良（30東京3）第5日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：17．5良・良

57 アグリッパーバイオ 牡7黒鹿60 高田 潤バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444－ 83：25．1 7．5�
45 キールコネクション 牡6栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 472＋ 23：25．84 14．5�
11 � セガールフォンテン 牡8栗 60 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 492＋ 4 〃 ハナ 35．1�
69 インテグリティー 牡5鹿 60 難波 剛健前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 464－ 23：26．11� 10．3�
22 パイロキシン 牡6栗 60 高野 和馬加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 496＋ 63：26．95 54．8�
33 ベストサポーター 牡5青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 532＋103：27．0� 6．0	
711 クリスタルバブルス 牡4黒鹿60 熊沢 重文 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 460＋ 43：27．53 34．7

814 ショウナンダリア 牝4青鹿58 上野 翔国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 488＋ 8 〃 アタマ 97．5�
58 スズカヴァンガード 	7栗 60 草野 太郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 496＋ 83：29．2大差 49．3�
34 リネンロマン 牝4鹿 58 大江原 圭戸山 昌彦氏 南田美知雄 日高 沖田牧場 410－ 83：29．3� 222．0
610 ニシノジャーニー 牡5青鹿60 北沢 伸也西山 茂行氏 森 秀行 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 434－ 63：29．83 62．4�
712 サラトガスピリット 牡6栗 60 西谷 誠平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 508－ 43：36．2大差 13．5�
46 トゥルーラヴキッス 	5鹿 60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B504－ 6 （競走中止） 6．0�
813 ジャッカスバーク 	7黒鹿60 石神 深一 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 550－ 2 （競走中止） 2．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，984，000円 複勝： 30，055，400円 枠連： 13，591，700円
馬連： 45，561，900円 馬単： 25，850，200円 ワイド： 30，785，900円
3連複： 68，743，600円 3連単： 88，528，500円 計： 327，101，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 280円 � 410円 � 740円 枠 連（4－5） 1，540円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 12，170円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 4，310円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 79，070円 3 連 単 ��� 297，140円

票 数

単勝票数 計 239840 的中 � 25301（4番人気）
複勝票数 計 300554 的中 � 31559（4番人気）� 19227（6番人気）� 9682（8番人気）
枠連票数 計 135917 的中 （4－5） 6817（7番人気）
馬連票数 計 455619 的中 �� 5006（23番人気）
馬単票数 計 258502 的中 �� 1593（42番人気）
ワイド票数 計 307859 的中 �� 3317（26番人気）�� 1830（41番人気）�� 2259（35番人気）
3連複票数 計 687436 的中 ��� 652（150番人気）
3連単票数 計 885285 的中 ��� 216（671番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 51．0－3F 37．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アグリッパーバイオ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．9．28 阪神4着

2011．1．20生 牡7黒鹿 母 ソングバード 母母 マイワイルドフラワー 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 トゥルーラヴキッス号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2コーナーで競走中止。

ジャッカスバーク号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 クリスタルバブルス号の騎手熊沢重文は，2周目3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3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 ブラックドーン号



15053 6月16日 曇 重 （30東京3）第5日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （ダート・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
1：23．1
1：23．0

重
重

47 ラインカリーナ 牝2栃栗54 嘉藤 貴行大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 456 ―1：25．3 89．4�
36 ニシノコトダマ 牡2栗 54 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 492 ―1：26．36 2．5�
816 ラ サ ー サ 牡2栗 54 三浦 皇成�KTレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 480 ―1：26．4� 3．1�
611 エリーバラード 牝2黒鹿54 横山 典弘谷川 正純氏 菊沢 隆徳 熊本 本田 土寿 488 ―1：26．61 19．3�
24 ゲンパチファインド 牡2栗 54 西田雄一郎平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 下屋敷牧場 474 ―1：27．02� 191．3�
59 マイネルフィースト 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 浦河 大北牧場 464 ―1：27．32 9．4	
48 ザ メ イ ダ ン 牡2黒鹿54 内田 博幸大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 458 ―1：27．4� 13．7

23 ノーブルペガサス 牝2鹿 54 武士沢友治吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 三石川上牧場 470 ―1：27．5� 51．3�
714 マ ト イ 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子坂本 守孝氏 畠山 吉宏 新冠 大林ファーム 414 ―1：28．56 37．4�
815 ホ ロ ポ ノ 牡2栗 54

51 ▲木幡 育也平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 446 ―1：28．71 220．6
12 テーオーダンケルク 牡2栗 54 石橋 脩小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 448 ―1：29．12� 37．6�
35 マグマミキサー 牡2栗 54

52 △武藤 雅山口 裕介氏 松永 康利 青森 マルシチ牧場 442 ― 〃 アタマ 87．5�
612 シャドーバンキング 牡2鹿 54 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 492 ―1：29．2クビ 160．0�
510 ウサギノワルツ 牡2栗 54 丸田 恭介桐谷 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 原 弘之 476 ―1：29．3� 149．8�
11 ダディフィンガー 牡2鹿 54 田中 勝春野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 490 ―1：29．72� 7．9�
713 ウインプレイヤー 牡2鹿 54 宮崎 北斗�ウイン 宗像 義忠 平取 二風谷ファーム 470 ―1：30．12� 49．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，628，100円 複勝： 37，446，500円 枠連： 15，668，200円
馬連： 58，011，900円 馬単： 28，790，000円 ワイド： 39，015，200円
3連複： 74，782，000円 3連単： 91，460，000円 計： 382，801，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，940円 複 勝 � 1，140円 � 130円 � 140円 枠 連（3－4） 1，600円

馬 連 �� 12，960円 馬 単 �� 40，350円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 4，190円 �� 200円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 187，840円

票 数

単勝票数 計 376281 的中 � 3575（12番人気）
複勝票数 計 374465 的中 � 4944（12番人気）� 88432（1番人気）� 82915（2番人気）
枠連票数 計 156682 的中 （3－4） 7572（6番人気）
馬連票数 計 580119 的中 �� 3467（30番人気）
馬単票数 計 287900 的中 �� 535（80番人気）
ワイド票数 計 390152 的中 �� 2788（33番人気）�� 2019（37番人気）�� 63577（1番人気）
3連複票数 計 747820 的中 ��� 4634（36番人気）
3連単票数 計 914600 的中 ��� 353（413番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．6―36．8―49．2―1：01．5―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインカリーナ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アラムシャー 初出走

2016．3．30生 牝2栃栗 母 フェールクークー 母母 ウッディークー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 エリーバラード号の騎手横山典弘は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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。
（非当選馬）11頭 オニカゲ号・キタサンルージュ号・シゲルヒスイ号・シットリ号・ジュンサナエ号・ハングリーボーイ号・

ホールドユアハンド号・マイネルサンタアナ号・マイネルナイペス号・ラインハルト号・ラブミフォーエバー号

15054 6月16日 曇 重 （30東京3）第5日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

35 ダノンポピー 牝3栗 54 戸崎 圭太�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：48．4 3．1�
510 イルーシヴゴールド 牝3芦 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：48．72 3．7�
23 ウェストブルック 牡3黒鹿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 506 ―1：48．8� 5．9�
12 グローリーシャイン 牡3鹿 56 石橋 脩保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 オリオンファーム 442－ 21：49．01� 11．0�
816 ロジスカーレット 牡3鹿 56 横山 典弘久米田正明氏 国枝 栄 洞	湖 レイクヴィラファーム 424－ 6 〃 アタマ 24．9	
11 カ ヴ ァ ル 牡3青鹿56 津村 明秀 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 01：49．21� 4．5

612 オートヴィル 牡3鹿 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 21：49．51
 31．0�
47 � ボンナキュイ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 愛 Michael
McGlynn 462＋ 21：50．24 184．9�

24 ショウナンハイル 牝3栗 54 宮崎 北斗国本 哲秀氏 田中 剛 日高 中原牧場 426－ 61：50．62� 103．4
48 ティーエスフォルソ 牡3黒鹿56 田中 勝春深見 富朗氏 的場 均 新冠 前川 隆範 414－ 21：50．81� 427．6�
59 ベ レ ッ ト 牝3青鹿54 江田 照男町田 武氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 450－ 21：50．9
 245．2�
815 フォルミダーブル �3栗 56 三浦 皇成井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 508＋ 81：51．21
 97．7�
714 ハービーボンズ 牡3鹿 56 柴田 善臣多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 430＋ 41：51．3
 27．5�
611 アスクヴション 牡3黒鹿56 武士沢友治廣崎 利洋氏 青木 孝文 平取 清水牧場 478 ―1：51．83 117．4�
713 オ ウ ガ �3栗 56

53 ▲山田 敬士西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 450± 01：52．01� 344．4�
36 ヤマトコスモス 牝3栗 54 石川裕紀人醍醐 徹氏 田村 康仁 新ひだか 佐藤 陽一 428－ 21：52．53 26．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，196，300円 複勝： 47，093，900円 枠連： 17，607，500円
馬連： 64，610，300円 馬単： 29，143，300円 ワイド： 41，584，800円
3連複： 79，804，500円 3連単： 96，140，800円 計： 409，181，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 150円 � 230円 枠 連（3－5） 570円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 260円 �� 500円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 6，090円

票 数

単勝票数 計 331963 的中 � 83161（1番人気）
複勝票数 計 470939 的中 � 90320（2番人気）� 84614（3番人気）� 44673（5番人気）
枠連票数 計 176075 的中 （3－5） 23693（2番人気）
馬連票数 計 646103 的中 �� 83290（2番人気）
馬単票数 計 291433 的中 �� 18148（2番人気）
ワイド票数 計 415848 的中 �� 45806（1番人気）�� 20076（4番人気）�� 14918（8番人気）
3連複票数 計 798045 的中 ��� 38218（3番人気）
3連単票数 計 961408 的中 ��� 11437（8番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―11．5―11．7―12．3―12．8―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―35．9―47．6―59．9―1：12．7―1：24．5―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンポピー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．7．22 福島5着

2015．3．2生 牝3栗 母 マネーキャントバイミーラヴ 母母 Sabreon 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマトコスモス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月16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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウィナーポイント号・クスリバコ号
（非抽選馬） 1頭 サブスリーアゲイン号



15055 6月16日 曇 重 （30東京3）第5日 第7競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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

47 � スターライトブルー 牡4黒鹿 57
55 △武藤 雅青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 02：10．1 5．6�
36 サトノディード 牡3青鹿54 柴田 善臣 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 498＋ 22：10．31� 18．9�
612 サ ノ サ マ ー 牡4栗 57 戸崎 圭太佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 478＋ 42：11．04 1．4�
510 バンダムザブラッド 牡5黒鹿57 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B480＋ 42：11．32 75．9�
611 ナスノカンザン 牡4鹿 57 内田 博幸�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 510± 0 〃 ハナ 8．6	
24 トモジャタイクーン 牡3鹿 54 三浦 皇成吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 42：11．51� 131．8

816 ギガバッケン 牡3鹿 54 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 542＋122：11．82 20．3�
59 サトノヴィクトリー 牡4鹿 57 石橋 脩里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 448－ 62：12．01� 17．9�
815 グラスアクト 牡5鹿 57 嘉藤 貴行半沢 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 444± 0 〃 クビ 257．3�
35 ミラクルヒッター 牡3芦 54 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 494－ 22：12．1クビ 75．8�
713 サクラトップスター 牡3栗 54 武士沢友治�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 458－ 22：12．31� 25．2�
714 フラッグアドミラル 牡4黒鹿 57

54 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 460± 02：12．62 170．5�
23 トーホウデサント 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 488－ 82：13．23� 303．1�
12 アンヴァリッド 牡6栗 57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 554＋18 〃 アタマ 37．1�
11 サーブルノワール 牡4青鹿57 石川裕紀人 シルクレーシング 和田 勇介 浦河 谷口牧場 510＋142：13．83� 80．9�
48 カイトチャン 牡3黒鹿54 江田 照男本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 B468± 02：14．01 207．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，025，600円 複勝： 136，128，000円 枠連： 20，660，400円
馬連： 73，462，600円 馬単： 47，974，300円 ワイド： 50，799，500円
3連複： 102，666，800円 3連単： 161，776，000円 計： 632，493，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 250円 � 110円 枠 連（3－4） 3，100円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 8，390円

ワ イ ド �� 800円 �� 200円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 20，860円

票 数

単勝票数 計 390256 的中 � 55367（2番人気）
複勝票数 計1361280 的中 � 90822（2番人気）� 32551（5番人気）� 1024120（1番人気）
枠連票数 計 206604 的中 （3－4） 5157（8番人気）
馬連票数 計 734626 的中 �� 12970（12番人気）
馬単票数 計 479743 的中 �� 4285（20番人気）
ワイド票数 計 507995 的中 �� 13748（8番人気）�� 80140（1番人気）�� 27222（4番人気）
3連複票数 計1026668 的中 ��� 54333（3番人気）
3連単票数 計1617760 的中 ��� 5622（59番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．7―13．2―12．9―13．0―12．5―12．0―12．2―11．7―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―17．8―30．5―43．7―56．6―1：09．6―1：22．1―1：34．1―1：46．3―1：58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
1，6－7，14（11，16）－（9，13）2，5（3，4，8）10－（15，12）
1（6，14）（11，7，16）（9，12）（2，5，8）（10，13）（3，4）15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�スターライトブルー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ジャングルポケット

2014．2．26生 牡4黒鹿 母 オメガリトルスター 母母 オメガスターライト 14戦1勝 賞金 26，500，000円
初出走 JRA

15056 6月16日 曇 重 （30東京3）第5日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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
1：21．5
1：21．5

重
不良

47 スズカアーチスト 牝3黒鹿 52
49 ▲藤田菜七子永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B462－ 21：23．7 5．2�

510 ヤマイチジャスティ 牝5鹿 55
53 △武藤 雅菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 478± 01：24．01� 5．3�

48 ミンネザング 牝4鹿 55 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486＋10 〃 クビ 31．6�

11 トラストロン 牝3黒鹿52 三浦 皇成菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 438＋ 4 〃 ハナ 14．3�
24 トロピカルスパート 牝4栗 55 石橋 脩日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 486－ 21：24．21 6．3�
59 � タキオンレイ 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 476＋ 6 〃 クビ 204．6	
612 ノ ヴ ィ ア 牝3鹿 52 柴田 善臣ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 0 〃 ハナ 11．1

35 サンデュランゴ 牝4栗 55 戸崎 圭太 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 474＋ 41：24．3� 6．6�
611 ラ ソ 牝4黒鹿55 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 436＋ 21：25．15 13．7�
815 ウインメディウム 牝3栗 52 柴田 大知�ウイン 田中 剛 新冠 アラキフアーム 470－ 41：25．2� 20．2
714 アミーキティア 牝6栗 55 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 21：25．3� 4．6�
23 � ヒロイックアゲン 牝4黒鹿55 津村 明秀浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 476＋ 4 〃 ハナ 71．4�
12 スズカプリティー 牝7鹿 55 武士沢友治永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 474＋ 41：25．51	 141．6�
713� ゴールデンマクリス 牝4栗 55

52 ▲木幡 育也井手 慶祐氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 454＋ 21：25．81� 442．0�
816� センノギモーヴ 牝4栗 55 西田雄一郎浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 446＋161：27．07 310．2�
36 エスシーハンコック 牝3栗 52 石川裕紀人工藤 圭司氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 462＋ 21：27．31� 219．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，189，100円 複勝： 60，771，000円 枠連： 22，850，900円
馬連： 99，172，200円 馬単： 39，384，100円 ワイド： 59，931，300円
3連複： 125，659，400円 3連単： 144，319，000円 計： 589，277，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 240円 � 210円 � 760円 枠 連（4－5） 1，910円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 940円 �� 3，740円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 24，260円 3 連 単 ��� 117，290円

票 数

単勝票数 計 371891 的中 � 56517（2番人気）
複勝票数 計 607710 的中 � 70494（5番人気）� 86122（2番人気）� 16860（10番人気）
枠連票数 計 228509 的中 （4－5） 9249（13番人気）
馬連票数 計 991722 的中 �� 32113（9番人気）
馬単票数 計 393841 的中 �� 6691（17番人気）
ワイド票数 計 599313 的中 �� 16951（9番人気）�� 4035（40番人気）�� 6077（32番人気）
3連複票数 計1256594 的中 ��� 3884（77番人気）
3連単票数 計1443190 的中 ��� 892（418番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．4―47．8―59．9―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカアーチスト �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．24 中山14着

2015．5．28生 牝3黒鹿 母 アイシースズカ 母母 アイシングスズカ 7戦2勝 賞金 14，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ジュブリーユ号・タイムトラベル号



15057 6月16日 曇 稍重 （30東京3）第5日 第9競走 ��
��1，600�

は ち じ ょ う じ ま

八 丈 島 特 別
発走14時35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

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

611 クインズサン 牡5青 57 津村 明秀 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 浦河 日進牧場 456＋ 21：35．4 18．0�
46 シセイヒテン 牡3青 54 伊藤 工真猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 444－ 2 〃 クビ 24．3�
814 ドラグーンシチー 牡3鹿 54 丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 476－ 41：35．5� 27．5�
59 ゴールドギア 牡3黒鹿54 戸崎 圭太有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 466± 0 〃 クビ 3．7�
712 ショワドゥロワ 牡4黒鹿57 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 アタマ 166．6�
610 ワンショットキラー 牡5青鹿57 北村 宏司外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 484＋ 21：35．6クビ 60．8	
815	 バトルマイスター 牡3鹿 54 田辺 裕信グリーンフィールズ� 手塚 貴久 米 Northwest

Farms LLC B484－101：35．7
 3．5

22 スーパーブレイク 牡4黒鹿57 武藤 雅堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 464＋ 21：35．8
 24．2�
34 サトノキングダム 牡5鹿 57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 470＋ 21：35．9� 6．6�
47 マルターズゲイル 牡5青鹿57 柴田 善臣藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 482＋ 61：36．11 311．0
58 	 ヴァイスジーニー 牡4芦 57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

520＋ 4 〃 ハナ 171．9�
713 ジュンヴァリアス 牡4鹿 57 大野 拓弥河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 456－ 21：36．31
 4．2�
11 マイネルベレーロ 牡4栗 57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 81：36．4
 193．4�
35 	 フローラデマリポサ 牝4鹿 54 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield 476± 01：36．5� 9．6�
23 フィルハーモニー 牝3黒鹿52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 500± 01：37．13
 287．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，525，100円 複勝： 75，890，500円 枠連： 28，756，000円
馬連： 130，398，700円 馬単： 52，362，900円 ワイド： 75，031，900円
3連複： 162，924，200円 3連単： 236，286，800円 計： 810，176，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 490円 � 690円 � 830円 枠 連（4－6） 7，590円

馬 連 �� 16，870円 馬 単 �� 35，410円

ワ イ ド �� 3，550円 �� 4，960円 �� 6，660円

3 連 複 ��� 110，080円 3 連 単 ��� 831，590円

票 数

単勝票数 計 485251 的中 � 21535（6番人気）
複勝票数 計 758905 的中 � 42982（6番人気）� 28644（8番人気）� 23581（9番人気）
枠連票数 計 287560 的中 （4－6） 2935（22番人気）
馬連票数 計1303987 的中 �� 5989（35番人気）
馬単票数 計 523629 的中 �� 1109（71番人気）
ワイド票数 計 750319 的中 �� 5490（34番人気）�� 3901（37番人気）�� 2896（41番人気）
3連複票数 計1629242 的中 ��� 1110（141番人気）
3連単票数 計2362868 的中 ��� 206（877番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．7―49．2―1：01．4―1：12．5―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズサン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．9．13 中山9着

2013．3．20生 牡5青 母 イ ソ シ ギ 母母 テ ン ド ラ ー 25戦3勝 賞金 43，772，000円

15058 6月16日 曇 稍重 （30東京3）第5日 第10競走 ��
��1，400�

さ が み こ

相 模 湖 特 別
発走15時10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

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
1：19．5
1：19．0

良
良

813 アンブロジオ 牡3栗 54 横山 典弘 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450± 01：21．5 6．8�

11 マサノヒロイン 牝5鹿 55 田辺 裕信中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 486－ 21：21．6� 12．0�
44 キーナンバー 牡5栗 57 石川裕紀人北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 500－101：21．7� 11．8�
33 キラービューティ 牝4栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462＋10 〃 ハナ 3．0�
22 デルニエオール 牝3栗 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406－ 21：21．8クビ 4．2�
812 ナイトバナレット 牡4芦 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 61：22．01	 18．0	
68 コスモヨハネ 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 492－ 2 〃 クビ 14．0

45 アドマイヤスカイ 牡6青鹿57 津村 明秀近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 ハナ 93．5�
711 ベストリゾート 牡4鹿 57 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476－ 61：22．21 9．8�
56 オルレアンローズ 牝5鹿 55 大野 拓弥 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 ヒカル牧場 490＋ 41：22．3
 17．0�
710 ユメノマイホーム 牝6栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 462－ 41：22．4
 55．8�
57 ス フ ェ ー ン 牡5鹿 57 武藤 雅キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 454± 01：22．93 229．9�
69 エクラミレネール 牝5芦 55 内田 博幸岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 462－ 2 〃 クビ 19．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，633，000円 複勝： 75，391，200円 枠連： 31，549，100円
馬連： 151，098，900円 馬単： 60，742，500円 ワイド： 80，734，300円
3連複： 173，828，000円 3連単： 230，355，900円 計： 858，332，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 380円 � 300円 枠 連（1－8） 3，610円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 8，300円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 1，470円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 16，210円 3 連 単 ��� 85，290円

票 数

単勝票数 計 546330 的中 � 64174（3番人気）
複勝票数 計 753912 的中 � 93615（3番人気）� 48076（7番人気）� 65616（5番人気）
枠連票数 計 315491 的中 （1－8） 6768（18番人気）
馬連票数 計1510989 的中 �� 24874（19番人気）
馬単票数 計 607425 的中 �� 5483（36番人気）
ワイド票数 計 807343 的中 �� 12301（20番人気）�� 14227（17番人気）�� 11174（24番人気）
3連複票数 計1738280 的中 ��� 8040（57番人気）
3連単票数 計2303559 的中 ��� 1958（313番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．3―46．9―58．2―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンブロジオ �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2017．9．2 札幌2着

2015．3．5生 牡3栗 母 アンティフォナ 母母 Snatched 7戦3勝 賞金 46，733，000円



15059 6月16日 曇 稍重 （30東京3）第5日 第11競走
ウインズ新横浜開設10周年記念

��
��2，000�ジューンステークス

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，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57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

77 クラウンディバイダ 牡5黒鹿57 大野 拓弥�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 478＋ 42：02．9 8．7�
44 ルックトゥワイス 牡5鹿 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 442－ 4 〃 クビ 1．5�
11 サトノグラン 牡4青鹿57 田辺 裕信 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 クビ 4．8�
88 サトノケンシロウ 牡5黒鹿57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 82：03．11� 5．5�
89 コパノマリーン 牝5鹿 55 丸田 恭介小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 460－ 22：03．41	 90．4�
33 コスモナインボール 牡6鹿 57 石川裕紀人 	ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 488＋ 22：03．5� 51．5

66 マイネルラフレシア 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 468± 02：03．81	 30．9�
55 パワーポケット 牡6黒鹿57 柴田 善臣柳原 達也氏 中野 栄治 浦河 ダイヤモンドファーム 534－ 62：04．86 177．5�
22 リリーヴィクトリー 牡6黒鹿57 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 B498－ 82：04．9クビ 40．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 82，831，700円 複勝： 220，609，700円 枠連： 33，019，800円
馬連： 173，466，400円 馬単： 122，470，800円 ワイド： 81，677，000円
3連複： 214，333，700円 3連単： 673，577，800円 計： 1，601，986，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（4－7） 600円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 210円 �� 380円 �� 150円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 5，390円

票 数

単勝票数 計 828317 的中 � 75863（4番人気）
複勝票数 計2206097 的中 � 99789（4番人気）� 1708960（1番人気）� 145784（3番人気）
枠連票数 計 330198 的中 （4－7） 42568（3番人気）
馬連票数 計1734664 的中 �� 228942（3番人気）
馬単票数 計1224708 的中 �� 51388（6番人気）
ワイド票数 計 816770 的中 �� 93899（3番人気）�� 42279（5番人気）�� 170347（1番人気）
3連複票数 計2143337 的中 ��� 298423（2番人気）
3連単票数 計6735778 的中 ��� 90572（17番人気）

ハロンタイム 13．3―12．7―12．4―13．3―13．1―12．3―11．9―11．4―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―26．0―38．4―51．7―1：04．8―1：17．1―1：29．0―1：40．4―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンディバイダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．26 中山2着

2013．4．13生 牡5黒鹿 母 インコンパス 母母 Totality 26戦5勝 賞金 89，490，000円
〔制裁〕 クラウンディバイダ号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

15060 6月16日 曇 重 （30東京3）第5日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時30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
1：33．8
1：33．3

重
良

713 ディアシューター 牡4黒鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 500＋ 21：35．5 3．6�
510 キングオブアームズ 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：35．81� 5．8�
35 オールウェイズゼア 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 476－ 41：36．12 21．1�
23 リンガスネオ 	4黒鹿57 丸田 恭介伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 468± 0 〃 ハナ 26．6�
11 トミケンボハテル 牡4芦 57 津村 明秀冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B486－ 41：36．2� 13．0�
815 ゲンパチマサムネ 牡4鹿 57 田辺 裕信平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 512＋ 21：36．3クビ 19．7	
36 
 フッカツノノロシ 牡5黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 504± 01：36．4� 100．8

611 コーラルプリンセス 牝4芦 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 526－ 4 〃 ハナ 4．8�
59 グランデウィーク 牡3栗 54 武士沢友治 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか フジワラフアーム 504－ 4 〃 クビ 96．3�
48 リセンティート 牡4鹿 57 嶋田 純次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 506－ 2 〃 ハナ 78．8
612 ヨクエロマンボ 	5芦 57 村田 一誠平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456＋ 21：36．5クビ 15．7�
47 � トーセンロザリオ 牝3栗 52 内田 博幸島川 �哉氏 田村 康仁 愛 Dance For

Fun Syndicate 468＋ 21：37．13� 5．4�
12 サ ン ペ ド ロ 牡5栗 57 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 474＋ 61：37．2� 98．1�
24 アピールバイオ 牝4鹿 55 柴田 大知バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 448± 01：38．26 12．6�
816 パーソナルブルー 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士 �YGGホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 456－ 81：38．73 194．1�

714� メダーリアフレイム 	4鹿 57 田中 勝春ゴドルフィン 伊藤 圭三 米 Gallagher’s
Stud B470＋101：42．2大差 114．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，070，600円 複勝： 98，161，400円 枠連： 44，242，100円
馬連： 188，750，100円 馬単： 74，922，700円 ワイド： 112，085，500円
3連複： 255，928，900円 3連単： 336，671，700円 計： 1，182，833，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 190円 � 440円 枠 連（5－7） 950円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 360円 �� 840円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 16，390円

票 数

単勝票数 計 720706 的中 � 157903（1番人気）
複勝票数 計 981614 的中 � 192591（1番人気）� 143187（2番人気）� 43636（9番人気）
枠連票数 計 442421 的中 （5－7） 35903（2番人気）
馬連票数 計1887501 的中 �� 181296（1番人気）
馬単票数 計 749227 的中 �� 35896（1番人気）
ワイド票数 計1120855 的中 �� 87974（1番人気）�� 33104（10番人気）�� 15487（23番人気）
3連複票数 計2559289 的中 ��� 43490（11番人気）
3連単票数 計3366717 的中 ��� 14887（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．1―35．1―46．8―58．8―1：10．9―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアシューター �
�
父 サムライハート �

�
母父 Miswaki デビュー 2016．8．14 新潟4着

2014．4．7生 牡4黒鹿 母 ナムラクロシェット 母母 Romy 15戦2勝 賞金 28，550，000円
〔発走状況〕 パーソナルブルー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 パーソナルブルー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メダーリアフレイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月16日まで平地

競走に出走できない。

追 加 記 事（第 3回東京競馬第 4日第 6競走）
〔その他〕　　マチコウバ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



（30東京3）第5日 6月16日（土曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 179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

192，400，000円
5，130，000円
17，170，000円
1，220，000円
21，230，000円
73，147，000円
5，468，800円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
508，173，200円
908，600，500円
274，370，600円
1，147，978，800円
565，518，300円
680，439，900円
1，475，459，000円
2，344，897，300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
計 7，905，437，600円

総入場人員 21，526名 （有料入場人員 20，294名）
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