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15061 6月17日 曇 重 （30東京3）第6日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10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

816 ダテノライトニング 牝3栗 54 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 460＋ 41：24．7 9．9�
612 ベ イ ス ン 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 晴哉氏 尾形 和幸 安平 追分ファーム 476－ 41：25．02 10．7�
59 ゴロンドリーナ 牝3栗 54 石川裕紀人吉田 和美氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 468 ―1：25．21� 44．8�
48 グラチダオン 牡3黒鹿56 柴田 大知�酒井牧場 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 B518± 01：25．41� 127．1�
815 ブラックマティーニ 牡3鹿 56 武士沢友治黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 41：26．03� 34．7�
23 	 ス パ ー ダ 牡3鹿 56 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス	 武井 亮 米 Fairlawn
Farm B478－ 21：26．1� 1．7


47 ウェディングフォト 牡3鹿 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－ 2 〃 クビ 8．1�

24 トーアエグレット 牝3鹿 54 横山 和生高山ランド	 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 482－ 21：26．63 283．7�
11 シゲルトウガラシ 牝3鹿 54 西田雄一郎森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 嶋田牧場 434± 01：26．7� 162．8
12 エスパージョー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子泉 一郎氏 根本 康広 新ひだか 沖田 哲夫 444＋ 6 〃 クビ 110．8�
510	 ヴォルパンテール 牝3黒鹿54 江田 照男 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

450＋ 21：27．12� 25．1�
714 コーズウェイベイ 牝3黒鹿54 内田 博幸ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 6 〃 クビ 4．6�
36 セントオブウーマン 牝3鹿 54 嶋田 純次桜井 忠隆氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 410＋ 6 〃 ハナ 293．4�
611 フォルテドンナ 牝3栗 54 吉田 隼人 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 442＋ 81：27．2� 95．0�
35 ブルベアミブナ 牡3鹿 56 丸田 恭介 	ブルアンドベア 石毛 善彦 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484＋ 61：27．3クビ 99．9�
713 ブラウンファシール 牝3黒鹿54 宮崎 北斗キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 多田 善弘 450－10 〃 クビ 261．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，859，700円 複勝： 56，361，800円 枠連： 15，060，000円
馬連： 59，626，000円 馬単： 34，145，100円 ワイド： 37，650，500円
3連複： 75，661，200円 3連単： 110，027，800円 計： 418，392，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 330円 � 500円 � 1，450円 枠 連（6－8） 3，470円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 10，330円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 3，390円 �� 5，360円

3 連 複 ��� 51，960円 3 連 単 ��� 312，820円

票 数

単勝票数 計 298597 的中 � 23923（4番人気）
複勝票数 計 563618 的中 � 49087（3番人気）� 29792（5番人気）� 9236（8番人気）
枠連票数 計 150600 的中 （6－8） 3354（10番人気）
馬連票数 計 596260 的中 �� 9439（13番人気）
馬単票数 計 341451 的中 �� 2477（29番人気）
ワイド票数 計 376505 的中 �� 7375（13番人気）�� 2841（27番人気）�� 1780（34番人気）
3連複票数 計 756612 的中 ��� 1092（90番人気）
3連単票数 計1100278 的中 ��� 255（477番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―12．5―12．5―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．4―47．9―1：00．4―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダテノライトニング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2018．3．18 中山13着

2015．5．12生 牝3栗 母 スパークルレディー 母母 アジュディケーター 4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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロマンスガッサン号
（非抽選馬） 5頭 スピリッツスパート号・パズルリンクス号・ハルメキ号・ミサトエルザ号・ロイヤルバースデー号

15062 6月17日 曇 重 （30東京3）第6日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時40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
2：06．7
2：05．9

良
良

33 リキサンゴルト 牡3鹿 56 内田 博幸 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 488± 02：12．1 1．8�
68 オスカーレーヴ 牝3鹿 54 田辺 裕信森 保彦氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 444－ 82：12．73� 19．8�
44 ケイツーリラ 牝3青鹿54 柴田 大知楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 434－ 42：12．91� 64．7�
45 ネ コ マ ヒ カ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 520± 02：13．43 69．5�
813 ホウオウウィング 牡3青鹿56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 浦河 栄進牧場 B470± 02：13．71� 17．2�
11 クロックムッシュ 牡3鹿 56 石川裕紀人青芝商事	 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B476＋ 42：14．33� 58．9

56 ジ ッ ピ ー 牡3栗 56 和田 竜二前田 幸治氏 栗田 徹 日高 戸川牧場 472± 0 〃 クビ 16．2�
711 オープニングアクト 牡3栗 56 津村 明秀	明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 500－ 42：14．83 95．2�
710 ウェルズレジェンド 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 B482＋ 62：15．75 174．7
22 サクラトップタイム 牡3鹿 56 江田 照男	トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B480－ 42：15．8� 231．7�
812 ハリケーンズアイ 牡3黒鹿56 武士沢友治会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 490－122：16．33 40．2�
69 ブローインバブルス 牡3鹿 56 西村 太一	フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ

ファーム 478－ 62：17．04 193．3�
57 サンライズソル 牡3黒鹿56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 486－ 42：36．2大差 2．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，763，700円 複勝： 53，445，800円 枠連： 14，518，800円
馬連： 55，907，100円 馬単： 38，674，900円 ワイド： 33，123，600円
3連複： 80，868，400円 3連単： 138，944，100円 計： 446，246，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 380円 � 890円 枠 連（3－6） 1，770円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，320円 �� 5，730円

3 連 複 ��� 18，950円 3 連 単 ��� 43，910円

票 数

単勝票数 計 307637 的中 � 131642（1番人気）
複勝票数 計 534458 的中 � 249513（1番人気）� 22022（5番人気）� 8307（9番人気）
枠連票数 計 145188 的中 （3－6） 6335（6番人気）
馬連票数 計 559071 的中 �� 21135（7番人気）
馬単票数 計 386749 的中 �� 10573（7番人気）
ワイド票数 計 331236 的中 �� 18325（3番人気）�� 6309（13番人気）�� 1393（36番人気）
3連複票数 計 808684 的中 ��� 3199（34番人気）
3連単票数 計1389441 的中 ��� 2294（93番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．5―31．3―43．6―56．3―1：08．7―1：21．1―1：34．1―1：46．7―1：59．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リキサンゴルト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．10．8 東京4着

2015．2．25生 牡3鹿 母 リキサンピュアティ 母母 プリンセスリーベ 9戦1勝 賞金 15，250，000円
〔その他〕 サンライズソル号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※オスカーレーヴ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 東京競馬 第６日



15063 6月17日 曇 重 （30東京3）第6日 第3競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

815 ベルクカッツェ 牡3青鹿 56
53 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 462± 01：37．1 4．8�

612 ヴ ィ ジ リ ア 牡3鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム B432± 01：37．73� 5．7�
59 ドミネーター 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 新ひだか 沼田 照秋 494＋ 41：37．8� 57．1�
713 バトルフガクオウ 牡3鹿 56 田辺 裕信宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 西村 和夫 472 ―1：38．01� 33．2�
510 メモリーブレッド 牡3鹿 56 吉田 隼人保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 B502－ 21：38．1� 22．3�
12 ニシノベイオウルフ 牡3黒鹿56 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 482± 01：38．2� 4．5	
816 コスモビッグハート 牡3栗 56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 市川フアーム 480－ 21：38．83� 11．9�
35 ダノンシャレード �3黒鹿56 江田 照男�ダノックス 久保田貴士 洞	湖 レイクヴィラファーム B528＋ 41：38．9� 143．6�
714 プロットデバイス 牡3黒鹿56 内田 博幸 
社台レースホース伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 562－ 61：39．0� 40．7
611 ソ ル フ ァ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 81：39．85 4．0�
47 ムーンケリー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗高橋 佑吉氏 中川 公成 日高 賀張三浦牧場 B504－101：40．01 39．7�
48 プリサイスプロミス 牡3栗 56 岩部 純二阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 514－ 41：40．1� 186．8�
24 スイートフラッシュ 牡3鹿 56 横山 和生窪田 康志氏 奥村 武 平取 坂東牧場 480－ 21：40．52� 236．3�
36 マエストーソ 牡3黒鹿56 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 520＋ 61：40．6クビ 263．5�
11 シュネルスト 牡3栗 56 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 藤本牧場 B500－ 61：40．7� 242．1�
23 シネマソングス 牝3黒鹿54 C．ルメール �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 422－ 2 （競走中止） 6．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，421，200円 複勝： 50，730，600円 枠連： 20，594，800円
馬連： 70，029，400円 馬単： 32，975，500円 ワイド： 45，725，500円
3連複： 93，804，500円 3連単： 111，155，200円 計： 459，436，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 180円 � 840円 枠 連（6－8） 460円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，860円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 15，110円 3 連 単 ��� 55，000円

票 数

単勝票数 計 344212 的中 � 56689（3番人気）
複勝票数 計 507306 的中 � 71407（3番人気）� 86562（2番人気）� 11810（9番人気）
枠連票数 計 205948 的中 （6－8） 34071（1番人気）
馬連票数 計 700294 的中 �� 44946（4番人気）
馬単票数 計 329755 的中 �� 12016（4番人気）
ワイド票数 計 457255 的中 �� 27703（3番人気）�� 3906（32番人気）�� 3983（28番人気）
3連複票数 計 938045 的中 ��� 4655（47番人気）
3連単票数 計1111552 的中 ��� 1465（167番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．0―12．3―12．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．7―47．7―1：00．0―1：12．5―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルクカッツェ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Vicar デビュー 2017．8．19 新潟16着

2015．4．8生 牡3青鹿 母 トーホウフローラ 母母 Riffle 11戦1勝 賞金 12，700，000円
〔競走中止〕 シネマソングス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リネンマンファス号
（非抽選馬） 1頭 ジュンモユル号

15064 6月17日 曇 稍重 （30東京3）第6日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：19．5
1：19．0

良
良

35 シンボリティアラ 牝3芦 54 戸崎 圭太シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 456＋ 41：21．6 3．2�
510 ファーベライト 牝3黒鹿54 和田 竜二ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 472± 01：21．7� 5．3�
713 ニシノラプランセス 牝3青鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 武市 康男 新冠 中本牧場 460＋ 81：22．02 27．3�
12 トーセンクロノス 牡3鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 片岡 博 428＋ 21：22．31� 28．7�
36 レジェンドソウル 牡3黒鹿56 C．ルメール 落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 454－ 61：22．4� 8．1	
714 ショウナンガレオン 牡3芦 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 棚川 光男 486－ 41：22．5� 19．5

47 ラヴァクール 牝3栗 54 M．デムーロ村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 496＋ 21：22．71� 4．2�
612 トーセンウインク 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ
スティファーム 416－ 61：22．8クビ 200．0�

48 	 バレットテソーロ 牝3鹿 54 江田 照男了德寺健二ホール
ディングス� 金成 貴史 愛 Lynch Bages &

Camas Park Stud 470－ 21：22．9� 27．2
816 ラ ズ ワ ル ド 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 青森 石田 英機 466＋ 4 〃 ハナ 26．4�
611 レディボロニヤ 牝3栗 54 横山 典弘松本 俊廣氏 尾関 知人 新冠 タニグチ牧場 410－ 21：23．0� 47．5�
815 カプリッチョ 牡3黒鹿56 武士沢友治西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 杵臼斉藤牧場 442－ 8 〃 クビ 198．7�
23 	 セイウンアカマイ 牝3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 米

Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

446± 01：23．21
 9．1�
59 シンボリセイント 牝3鹿 54 石川裕紀人シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 462＋ 21：23．3クビ 27．5�
24 スクリプティド 牝3鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 21：24．04 47．0�
11 ジェニービューティ 牝3黒鹿54 嶋田 純次竹原 孝昭氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 356＋ 61：28．3大差 611．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，238，900円 複勝： 54，919，500円 枠連： 20，796，200円
馬連： 75，575，200円 馬単： 34，084，300円 ワイド： 51，957，300円
3連複： 98，117，700円 3連単： 113，800，900円 計： 486，490，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 180円 � 430円 枠 連（3－5） 690円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，280円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 21，070円

票 数

単勝票数 計 372389 的中 � 90807（1番人気）
複勝票数 計 549195 的中 � 114840（1番人気）� 82529（3番人気）� 24794（7番人気）
枠連票数 計 207962 的中 （3－5） 23079（2番人気）
馬連票数 計 755752 的中 �� 58629（3番人気）
馬単票数 計 340843 的中 �� 14723（3番人気）
ワイド票数 計 519573 的中 �� 35764（2番人気）�� 9993（11番人気）�� 7224（20番人気）
3連複票数 計 981177 的中 ��� 12843（13番人気）
3連単票数 計1138009 的中 ��� 3915（46番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．5―11．5―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．3―45．8―57．3―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリティアラ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．4．8 福島4着

2015．4．6生 牝3芦 母 エニシノイト 母母 ユウワンチョイス 4戦1勝 賞金 9，050，000円
〔発走状況〕 スクリプティド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェニービューティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月17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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アースグロウ号・コスモラフェット号・ブルーハワイアン号・ユナリオンス号・ララマ号



15065 6月17日 曇 良 （30東京3）第6日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

11 トーセンギムレット 牡2鹿 54 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ
スティファーム 506 ―1：36．5 11．3�

713 ベルクワイア 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 クビ 1．3�
36 プッシーウィロー 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 藤本ファーム 404 ―1：36．92� 174．2�
23 オウムアムア 牡2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 518 ―1：37．0� 35．2�
59 ショウナンガナドル 牡2黒鹿54 横山 典弘国本 哲秀氏 和田 勇介 浦河 谷川牧場 460 ― 〃 ハナ 67．8	
611 コスモブッカー 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 平取 二風谷ファーム 408 ― 〃 クビ 70．0

48 ニシノアメイズ 牝2鹿 54 和田 竜二西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 472 ―1：37．1クビ 23．6�
612 ピ カ ブ ー 牝2黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 �川 啓一 422 ― 〃 アタマ 143．2
12 ア ウ ト ラ ン 牝2栗 54 横山 和生鈴木 康弘氏 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 462 ―1：37．31� 201．1�
510 エ ト ワ ー ル 牝2栗 54 戸崎 圭太近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 450 ―1：37．51� 7．0�
47 ツクバソヴァール 牡2黒鹿54 江田 照男細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 454 ― 〃 クビ 103．2�
815 ミ カ エ ラ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 398 ― 〃 ハナ 159．2�
816 ハ ル イ ロ 牝2鹿 54 津村 明秀吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 466 ―1：38．56 46．8�
24 ホットスタンプ 牝2栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 448 ―1：38．81� 16．0�
714 ク ワ ヒ カ リ 牡2鹿 54 石川裕紀人銀玉競走馬倶楽部 竹内 正洋 浦河 三好牧場 444 ― 〃 クビ 53．9�

（15頭）
35 ロダルキラー 牡2栗 54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 500 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 47，810，600円 複勝： 145，052，500円 枠連： 19，270，300円
馬連： 62，460，600円 馬単： 46，075，900円 ワイド： 42，131，600円
3連複： 73，458，500円 3連単： 133，963，900円 計： 570，223，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 200円 � 110円 � 1，830円 枠 連（1－7） 550円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 320円 �� 11，060円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 20，580円 3 連 単 ��� 172，200円

票 数

単勝票数 差引計 478106（返還計 6948） 的中 � 35714（3番人気）
複勝票数 差引計1450525（返還計 10714） 的中 � 48004（3番人気）� 1165753（1番人気）� 3546（14番人気）
枠連票数 差引計 192703（返還計 149） 的中 （1－7） 27032（2番人気）
馬連票数 差引計 624606（返還計 32921） 的中 �� 83011（2番人気）
馬単票数 差引計 460759（返還計 23406） 的中 �� 16125（7番人気）
ワイド票数 差引計 421316（返還計 27036） 的中 �� 40083（2番人気）�� 886（60番人気）�� 3592（24番人気）
3連複票数 差引計 734585（返還計 87150） 的中 ��� 2676（52番人気）
3連単票数 差引計1339639（返還計146754） 的中 ��� 564（292番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．3―12．4―12．1―11．5―11．8―12．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンギムレット �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Sultry Song 初出走

2016．4．17生 牡2鹿 母 エラドゥーラ 母母 Sichana 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ロダルキラー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。

15066 6月17日 曇 良 （30東京3）第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00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
1：21．2
1：20．3

良
良

36 ロードアクア 牡2鹿 54 M．デムーロ �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 454 ―1：24．8 2．5�
35 ア マ デ ウ ス 牡2黒鹿54 大野 拓弥中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育

成牧場 446 ―1：24．9� 10．3�
23 メイスンハナフブキ 牝2鹿 54 田辺 裕信梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 430 ―1：25．21� 19．1�
47 � マ キ 牡2鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 手塚 貴久 米 WinStar

Farm, LLC 512 ―1：25．41	 3．9�
713 レディードリー 牝2青鹿54 内田 博幸小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 秋田牧場 426 ―1：25．5	 33．4�
12 フラッシュノワール 牡2黒鹿54 吉田 隼人 	キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 456 ― 〃 アタマ 8．2

11 エンパイアシュアー 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子	ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 450 ―1：25．81� 37．0�
612 ケイゴールド 牝2青鹿54 柴田 善臣友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 484 ―1：26．65 98．9�

（ビーナスサマー）

59 シゲルアマゾナイト 牡2青鹿54 武士沢友治森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 村上 進治 452 ―1：26．7� 160．0
48 スマートブランコ 牝2栗 54 田中 勝春吉田喜代司氏 佐藤 吉勝 浦河 有限会社

松田牧場 428 ― 〃 アタマ 110．1�
816 タ ナ ロ ッ ト 牝2黒鹿54 嶋田 純次	ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 坂本 智広 456 ― 〃 アタマ 198．6�
24 エコロディアマンテ 牡2鹿 54 津村 明秀原村 正紀氏 岩戸 孝樹 えりも 能登 浩 474 ― 〃 ハナ 42．3�
510 カガファランドール 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士香川 憲次氏 大江原 哲 浦河 ディアレスト
クラブ 402 ―1：26．8� 202．9�

714 スーパークルーズ 牡2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 448 ―1：27．86 325．1�
815 シゲルアクアマリン 牡2鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 武藤 善則 平取 有限会社中

田牧場 452 ―1：27．9	 38．8�
611 ディザイアソング 牝2鹿 54 戸崎 圭太尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 420 ―1：28．85 7．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，503，400円 複勝： 42，296，300円 枠連： 17，518，900円
馬連： 65，748，600円 馬単： 34，423，100円 ワイド： 42，325，700円
3連複： 82，811，400円 3連単： 111，821，600円 計： 439，449，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 220円 � 310円 枠 連（3－3） 1，100円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 450円 �� 770円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 14，570円

票 数

単勝票数 計 425034 的中 � 141025（1番人気）
複勝票数 計 422963 的中 � 104968（1番人気）� 45758（4番人気）� 27653（6番人気）
枠連票数 計 175189 的中 （3－3） 12268（5番人気）
馬連票数 計 657486 的中 �� 45284（4番人気）
馬単票数 計 344231 的中 �� 16084（4番人気）
ワイド票数 計 423257 的中 �� 25620（2番人気）�� 13991（8番人気）�� 7829（14番人気）
3連複票数 計 828114 的中 ��� 14333（12番人気）
3連単票数 計1118216 的中 ��� 5564（36番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．9―13．1―11．4―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．9―37．8―50．9―1：02．3―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F33．9
3 5，4（3，6）（2，12）（1，7，8，14）9（10，15）（11，16）13 4 ・（5，4，6）（3，2，12）16（1，7，8，14）（9，13）－（10，15）－11

勝馬の
紹 介

ロードアクア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2016．4．8生 牡2鹿 母 オーシュペール 母母 レディマーメイド 1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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 マイネルリサイタル号・マロリン号



15067 6月17日 曇 重 （30東京3）第6日 第7競走 ��
��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

12 レッドオーガー 牡4鹿 57
54 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 480＋ 41：16．7 11．6�

23 � チリーシルバー 牝4栗 55 C．ルメール 吉田 和美氏 萩原 清 米 Glencrest
Farm, LLC 498－ 21：17．12	 4．0�

35 アーバンイェーガー 牡4黒鹿57 和田 竜二西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 510＋ 6 〃 クビ 2．4�
611 ハーモニーライズ 牡3黒鹿54 藤岡 佑介日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 492＋ 41：17．52	 9．1�
11 ホウオウジャッジ 牡3鹿 54 戸崎 圭太小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 456－12 〃 アタマ 16．2�
24 グラスブルース 牡4鹿 57 柴田 善臣半沢	 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B504＋ 61：17．6
 19．4

713 ナンベーサン 牡5芦 57 内田 博幸宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 498± 01：17．91
 14．7�
815 コスモコレクション 牡5栗 57 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 484＋ 21：18．0	 73．2�
59 ネオビッグバン 牡5鹿 57 武士沢友治関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 474± 0 〃 クビ 350．2
48 カ タ ナ 牡3鹿 54

51 ▲藤田菜七子�KTレーシング 上原 博之 新冠 松浦牧場 470－161：18．1	 7．3�
510� サンデーストリート 牝4黒鹿55 横山 和生戸賀 智子氏 中舘 英二 平取 清水牧場 474＋121：18．63 546．2�
47 � ダイヤグラム 牡4鹿 57 田辺 裕信小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 500－201：18．91
 75．8�
36 ブラヴォバンビーノ �4鹿 57 石川裕紀人 	シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム B494＋18 〃 ハナ 124．8�
816 コスモジョーカー 牡3鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 498＋14 〃 ハナ 246．1�
612 ダ イ フ ク 牡5黒鹿57 江田 照男小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 490＋ 6 〃 クビ 189．4�
714 スケールアップ 牡5黒鹿57 大野 拓弥髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 498－ 61：20．17 28．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，567，200円 複勝： 62，465，500円 枠連： 22，586，800円
馬連： 96，658，500円 馬単： 43，610，700円 ワイド： 60，672，000円
3連複： 127，103，100円 3連単： 160，678，800円 計： 617，342，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 260円 � 150円 � 120円 枠 連（1－2） 1，140円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 840円 �� 480円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 17，410円

票 数

単勝票数 計 435672 的中 � 29882（5番人気）
複勝票数 計 624655 的中 � 44550（6番人気）� 106027（2番人気）� 165039（1番人気）
枠連票数 計 225868 的中 （1－2） 15352（6番人気）
馬連票数 計 966585 的中 �� 24918（11番人気）
馬単票数 計 436107 的中 �� 4609（26番人気）
ワイド票数 計 606720 的中 �� 16488（10番人気）�� 31202（4番人気）�� 68467（1番人気）
3連複票数 計1271031 的中 ��� 49724（4番人気）
3連単票数 計1606788 的中 ��� 6689（50番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―17．7―28．6―40．0―51．9―1：03．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドオーガー �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．6．19 東京5着

2014．2．10生 牡4鹿 母 アドヴァーシティ 母母 Dispute 14戦3勝 賞金 27，752，000円
※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 プライムコード号・メガポリゴン号・レンズフルパワー号

15068 6月17日 曇 良 （30東京3）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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 7，500，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

78 ブレステイキング 牡3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470± 01：59．3 1．4�
810 チャロネグロ 牡4黒鹿57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋ 41：59．51� 4．4�

811 アグニシャイン 牡4栗 57 田辺 裕信�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：00．03 28．2�
33 ミッキーバード 牡3鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 尾関 知人 洞	湖 レイクヴィラファーム 514± 02：00．1� 7．8�
79 キューンハイト 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 6 〃 クビ 24．0	
11 オンザロックス 牡5鹿 57 和田 竜二稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 62：00．2� 73．4

44 ヨ シ ヒ コ 牡4黒鹿57 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B488± 02：00．41
 96．0�
66 クインズゴールド 牝4鹿 55

52 ▲木幡 育也亀田 和弘氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 430－ 2 〃 アタマ 272．2�
55 � ラッキーアドバンス 牡4芦 57 横山 和生柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 468－ 52：00．5� 99．6
22 サイモンサーマル 牡3鹿 54 太宰 啓介澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 496－ 42：01．13� 202．0�
67 ダノンパーフェクト 牡3鹿 54 戸崎 圭太�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 482－ 62：01．2� 11．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，607，700円 複勝： 151，875，100円 枠連： 17，629，800円
馬連： 78，477，100円 馬単： 56，872，200円 ワイド： 48，720，300円
3連複： 103，418，600円 3連単： 251，056，000円 計： 752，656，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 310円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 150円 �� 540円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 2，710円

票 数

単勝票数 計 446077 的中 � 245874（1番人気）
複勝票数 計1518751 的中 � 1189885（1番人気）� 109934（2番人気）� 22536（6番人気）
枠連票数 計 176298 的中 （7－8） 63389（1番人気）
馬連票数 計 784771 的中 �� 259483（1番人気）
馬単票数 計 568722 的中 �� 132850（1番人気）
ワイド票数 計 487203 的中 �� 117882（1番人気）�� 18940（7番人気）�� 10224（11番人気）
3連複票数 計1034186 的中 ��� 56923（5番人気）
3連単票数 計2510560 的中 ��� 66981（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―35．3―47．7―1：00．3―1：12．3―1：23．9―1：35．4―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ブレステイキング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medicean デビュー 2017．11．26 東京6着

2015．4．12生 牡3鹿 母 シ ユ ー マ 母母 Sichilla 5戦2勝 賞金 22，742，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



15069 6月17日 曇 良 （30東京3）第6日 第9競走 ��
��2，400�

ま ち だ

町 田 特 別
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，29．6．17以降30．6．10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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

22 ムイトオブリガード 牡4鹿 57 C．ルメール 市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484± 02：24．8 1．5�

11 フォイヤーヴェルク 牡5青鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438－ 22：25．01� 5．1�
66 クロノスタシス 牡5芦 54 石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 528－ 2 〃 クビ 14．9�
44 � イ チ ダ イ 牡5鹿 56 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B524－ 22：25．42	 5．7�
33 マイネルカレッツァ 牡6黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 506－ 4 〃 クビ 21．1	
77 コスモジャーベ 牡5黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 480＋ 22：25．5	 10．2

88 ダイナミックウオー 牡8黒鹿54 武士沢友治小川 勲氏 作田 誠二 浦河 駿河牧場 512± 02：26．77 136．1�
55 ユイノシンドバッド 牡3青鹿50 木幡 育也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 502＋ 42：28．6大差 71．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，652，000円 複勝： 130，767，200円 枠連： 発売なし
馬連： 93，795，900円 馬単： 61，413，200円 ワイド： 47，412，400円
3連複： 104，056，600円 3連単： 330，318，300円 計： 811，415，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 200円 �� 360円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 436520 的中 � 226003（1番人気）
複勝票数 計1307672 的中 � 1015465（1番人気）� 74272（3番人気）� 29852（6番人気）
馬連票数 計 937959 的中 �� 200216（2番人気）
馬単票数 計 614132 的中 �� 96344（2番人気）
ワイド票数 計 474124 的中 �� 70440（2番人気）�� 31763（6番人気）�� 13044（10番人気）
3連複票数 計1040566 的中 ��� 67055（4番人気）
3連単票数 計3303183 的中 ��� 89547（7番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．7―12．5―12．0―11．4―12．0―12．1―11．8―11．4―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．8―37．5―50．0―1：02．0―1：13．4―1：25．4―1：37．5―1：49．3―2：00．7―2：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．5
1
3
3，5，2，4，1，6－7－8
3，5－（2，4）（7，1）6－8

2
4
3，5－2（1，4）6，7－8
3－5（2，4）（7，1）6－8

勝馬の
紹 介

ムイトオブリガード 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都2着

2014．4．13生 牡4鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 14戦4勝 賞金 54，351，000円

15070 6月17日 曇 重 （30東京3）第6日 第10競走 ��
��1，600�

お う め

青 梅 特 別
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

612� シ ヴ ァ ー ジ 牡3栗 54 川田 将雅 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B496± 01：35．2 4．6�

611 ワイルドカード 牡4鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 544－ 21：35．51	 1．7�

24 ロ ス カ ボ ス 牡5黒鹿57 江田 照男吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 502＋ 41：36．13
 78．8�
35 ハ シ カ ミ 牡5青鹿57 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 478＋ 21：36．42 57．7�
510 ジェイケイライアン 牡6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 490＋ 41：36．71	 14．8�
48 アイアムナチュラル 牡7鹿 57 西田雄一郎堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 502－ 41：36．91� 438．6	
816 シーリーヴェール 牡7青鹿57 太宰 啓介 
社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム 482－ 4 〃 クビ 293．5�
47 オーマイガイ 牡5栗 57 岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 466± 01：37．11� 25．8�
11 ブライトリビング 牝5芦 55 大野 拓弥 
社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：37．31� 10．0
12 � ポンデザムール 8黒鹿57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 524－ 81：37．4
 521．4�
36 リリカルホワイト 牝5芦 55 石川裕紀人 
サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538＋ 21：37．5
 22．3�
714 ランドハイパワー 牡5鹿 57 内田 博幸木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 486－ 41：37．6
 138．7�
713 レディーピンク 牝8鹿 55 村田 一誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 460＋ 21：37．81� 475．7�
23 タイキオールブルー 牡6青鹿57 和田 竜二
大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム B446－ 41：38．11	 217．2�
815 グッドラックサマー 牡4栗 57 横山 和生澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 554± 01：43．0大差 6．7�

（15頭）
59 コスモロブロイ 牡3青鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 63，816，600円 複勝： 136，322，500円 枠連： 35，942，100円
馬連： 156，963，500円 馬単： 86，818，800円 ワイド： 83，261，900円
3連複： 203，455，700円 3連単： 385，245，400円 計： 1，151，826，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 110円 � 960円 枠 連（6－6） 350円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 200円 �� 4，140円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 30，470円

票 数

単勝票数 計 638166 的中 � 109792（2番人気）
複勝票数 計1363225 的中 � 111734（2番人気）� 859477（1番人気）� 11510（9番人気）
枠連票数 計 359421 的中 （6－6） 78189（1番人気）
馬連票数 計1569635 的中 �� 344713（1番人気）
馬単票数 計 868188 的中 �� 76259（4番人気）
ワイド票数 計 832619 的中 �� 141430（1番人気）�� 4287（29番人気）�� 11843（16番人気）
3連複票数 計2034557 的中 ��� 21182（20番人気）
3連単票数 計3852454 的中 ��� 9164（83番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．1―12．0―12．2―12．2―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．5―47．5―59．7―1：11．9―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シ ヴ ァ ー ジ �
�
父 First Samurai �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2018．1．27 京都1着

2015．3．27生 牡3栗 母 Indian Bay 母母 Buy the Barrel 5戦3勝 賞金 34，091，000円
〔出走取消〕 コスモロブロイ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔その他〕 グッドラックサマー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕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。
※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 サクラエンパイア号・テイエムテツジン号・ベバスカーン号
（非抽選馬） 1頭 ダイワインパルス号

２レース目



15071 6月17日 曇 重 （30東京3）第6日 第11競走 ��
��1，600�第23回ユニコーンステークス（ＧⅢ）

発走15時45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 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714 ルヴァンスレーヴ 牡3鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488－ 81：35．0 2．3�

35 グレートタイム 牡3黒鹿56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470－ 21：35．63� 5．5�

612 エングローサー 牡3鹿 56 田中 勝春中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 480＋ 4 〃 アタマ 34．4�
36 ホウショウナウ 牡3栗 56 柴田 大知芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 490－ 21：35．81	 52．4�
11 セイウンクールガイ 牡3栗 56 江田 照男西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 442± 0 〃 クビ 125．9�
24 トキノパイレーツ 牡3鹿 56 津村 明秀田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 454＋ 21：35．9クビ 93．2	
713
 リョーノテソーロ 牡3鹿 56 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC 502－ 61：36．0� 19．9


59 コマビショウ 牡3黒鹿56 武士沢友治小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486± 01：36．1� 17．4�
47 グ リ ム 牡3芦 56 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか 服部 牧場 498＋ 21：36．2� 4．0�
23 プロスパラスデイズ 牡3鹿 56 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 61：36．83� 35．3
816 ミックベンハー 牡3栗 56 藤田菜七子�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 474± 0 〃 アタマ 97．9�
815 ダンケシェーン 牡3栗 56 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 476＋ 2 〃 ハナ 64．7�
48 ハーベストムーン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 500－10 〃 クビ 8．3�
510 バ イ ラ 牡3鹿 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 488－ 41：36．9� 42．4�
12 タイセイアベニール 牡3鹿 56 大野 拓弥田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 452－ 81：37．21� 124．7�
611
 ベストマイウェイ 牡3鹿 56 内田 博幸馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B530＋ 41：39．4大差 76．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 261，576，400円 複勝： 313，947，200円 枠連： 170，479，000円 馬連： 784，494，500円 馬単： 340，100，000円
ワイド： 368，928，600円 3連複： 1，153，323，000円 3連単： 1，863，854，700円 5重勝： 633，597，900円 計： 5，890，301，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 190円 � 580円 枠 連（3－7） 620円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，420円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 22，430円

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

キャリーオーバー なし����� 1，061，040円

票 数

単勝票数 計2615764 的中 � 904654（1番人気）
複勝票数 計3139472 的中 � 932236（1番人気）� 410629（3番人気）� 90601（8番人気）
枠連票数 計1704790 的中 （3－7） 210439（2番人気）
馬連票数 計7844945 的中 �� 820717（2番人気）
馬単票数 計3401000 的中 �� 244910（2番人気）
ワイド票数 計3689286 的中 �� 329344（2番人気）�� 62793（13番人気）�� 30151（28番人気）
3連複票数 計11533230 的中 ��� 114514（21番人気）
3連単票数 計18638547 的中 ��� 60231（56番人気）
5重勝票数 計6335979 的中 ����� 418

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．3―12．3―11．9―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．8―47．1―59．4―1：11．3―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルヴァンスレーヴ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．8．13 新潟1着

2015．1．26生 牡3鹿 母 マエストラーレ 母母 オータムブリーズ 4戦3勝 賞金 60，084，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 トキノパイレーツ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
ホウショウナウ号の騎手柴田大知は，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：8番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 イダペガサス号・エピックアン号・ザイオン号・ソウルセイバー号・ルッジェーロ号・レピアーウィット号

15072 6月17日 曇 良 （30東京3）第6日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

811 ウラヌスチャーム 牝3黒鹿52 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498＋141：47．0 5．3�
55 イタリアンホワイト 牝4芦 55 C．ルメール �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 4 〃 アタマ 3．1�
11 ハ イ ヒ ー ル 牝3鹿 52 吉田 隼人石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 436＋ 6 〃 クビ 25．9�
710 リープフラウミルヒ 牝3黒鹿52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 424± 01：47．1クビ 12．0�
22 レジーナドーロ 牝3栗 52 M．デムーロ�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 448＋ 21：47．2� 3．7	
67 トーホウアイレス 牝4青鹿55 藤岡 佑介東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 474＋ 61：47．51� 14．1

44 サ ラ ー ブ 牝3鹿 52 川田 将雅 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 510＋161：47．71� 5．6�
56 ナラトゥリス 牝3黒鹿52 大野 拓弥 �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 458－ 41：47．91� 39．7�
79 ヴィオトポス 牝3青鹿52 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 41：48．11� 201．3
812 ナムラムラサキ 牝4鹿 55 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 428－ 2 〃 クビ 15．1�
33 	 トーセンエポナ 牝3鹿 52

49 ▲山田 敬士島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 462＋ 21：48．2クビ 214．0�

68 スイートメモリーズ 牝5黒鹿55 大庭 和弥堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石ファーム 516＋ 41：48．3� 185．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 110，168，300円 複勝： 122，495，200円 枠連： 48，899，100円
馬連： 233，723，400円 馬単： 105，446，100円 ワイド： 131，731，900円
3連複： 289，949，500円 3連単： 505，682，900円 計： 1，548，096，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 150円 � 470円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，850円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 6，220円 3 連 単 ��� 30，410円

票 数

単勝票数 計1101683 的中 � 163620（3番人気）
複勝票数 計1224952 的中 � 173953（3番人気）� 265639（1番人気）� 49141（8番人気）
枠連票数 計 488991 的中 （5－8） 69174（1番人気）
馬連票数 計2337234 的中 �� 207388（2番人気）
馬単票数 計1054461 的中 �� 39309（6番人気）
ワイド票数 計1317319 的中 �� 106153（2番人気）�� 16901（25番人気）�� 29134（15番人気）
3連複票数 計2899495 的中 ��� 34907（26番人気）
3連単票数 計5056829 的中 ��� 12054（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．3―48．4―1：00．6―1：12．4―1：23．8―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ウラヌスチャーム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．8．5 新潟1着

2015．3．27生 牝3黒鹿 母 アメジストリング 母母 インフェイヴァー 7戦2勝 賞金 24，134，000円

５レース目



（30東京3）第6日 6月17日（日曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 170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

231，550，000円
7，600，000円
18，050，000円
1，720，000円
27，280，000円
71，887，500円
4，692，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
789，985，700円
1，320，679，200円
403，295，800円
1，833，459，800円
914，639，800円
993，641，300円
2，486，028，200円
4，216，549，600円
633，597，900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 13，591，877，300円

総入場人員 33，691名 （有料入場人員 31，856名）
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