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15001 6月1日 晴 良 （1東京3） 第1日 第1競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

牝；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

12 クロスパール 牝3栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 444＋121：39．2 4．5�
36 キモンカラー 牝3栗 54 戸崎 圭太小林 祥晃氏 斎藤 誠 新ひだか 西村 和夫 420－ 61：39．3� 3．7�
24 アドアステラ 牝3栗 54 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B440－ 81：39．4� 2．5�
612 トゥービーシック 牝3黒鹿54 横山 和生西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 436＋ 41：39．72 42．2�
47 ス ー ス ー 牝3栗 54 石橋 脩田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 422＋ 81：39．91� 14．3�
714 オ キ ミ ヤ ゲ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 日高大洋牧場 442－ 21：40．11� 223．5	
59 アースエアブリーズ 牝3鹿 54 吉田 豊松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 458＋ 21：40．2クビ 134．0

23 コ ー ラ ル 牝3青鹿54 嘉藤 貴行鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 428＋ 61：40．51� 36．6�
48 アメリオラシオン 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 佐藤 陽一 458－ 6 〃 ハナ 15．4
713 マリノジェノヴァ 牝3黒鹿54 田中 勝春�クラウン 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 452＋10 〃 クビ 59．2�
11 オ ル オ ル 牝3栗 54

53 ☆横山 武史 �YGGホースクラブ 星野 忍 日高 サンバマウン
テンファーム 402＋ 41：41．24 143．8�

816 ビレッジベルベ 牝3栗 54 江田 照男村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 B442＋ 61：41．73 71．3�
815 マミーフィンガー 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅野村 茂雄氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 434＋141：42．02 83．3�
510 ホウオウリフレイン 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 414± 01：42．85 131．2�
611 タイセイカリーノ 牝3鹿 54 大野 拓弥田中 成奉氏 安田 翔伍 平取 有限会社中

田牧場 440± 01：43．22� 16．7�
35 ヒシエトワール 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡阿部 雅英氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：43．73 15．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，466，300円 複勝： 47，408，100円 枠連： 16，906，700円
馬連： 70，108，700円 馬単： 35，787，800円 ワイド： 50，768，800円
3連複： 101，153，900円 3連単： 133，183，700円 計： 487，784，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連（1－3） 750円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 360円 �� 270円 �� 160円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 4，520円

票 数

単勝票数 計 324663 的中 � 57393（3番人気）
複勝票数 計 474081 的中 � 73012（3番人気）� 91274（2番人気）� 143062（1番人気）
枠連票数 計 169067 的中 （1－3） 17312（3番人気）
馬連票数 計 701087 的中 �� 51499（3番人気）
馬単票数 計 357878 的中 �� 13171（6番人気）
ワイド票数 計 507688 的中 �� 30130（3番人気）�� 44198（2番人気）�� 101826（1番人気）
3連複票数 計1011539 的中 ��� 136422（1番人気）
3連単票数 計1331837 的中 ��� 21360（6番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．0―12．4―12．6―12．7―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．5―47．9―1：00．5―1：13．2―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロスパール �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．11．24 東京2着

2016．3．21生 牝3栗 母 ホールロッタラヴ 母母 ロッタレース 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ヒシエトワール号の騎手大塚海渡は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・2番）
〔3走成績による出走制限〕 ビレッジベルベ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月1日まで平地競走に出走でき

ない。
※タイセイカリーノ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

15002 6月1日 晴 良 （1東京3） 第1日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

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
1：20．3

重
不良

23 コマノゼニト 牡3鹿 56 田辺 裕信長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B472＋ 41：25．5 1．7�
815 ジョイナイト 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 500＋ 81：26．45 7．5�
47 マーベラスアゲン 牡3鹿 56 江田 照男浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 472＋ 31：26．72 23．4�
59 メルキュール 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 41：27．65 9．8�

35 ボルンタード 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 464－ 21：27．7� 20．6�

510 ビレッジクライ 牝3黒鹿54 大野 拓弥村山 輝雄氏 土田 稔 浦河 グランデファーム B438＋ 81：27．8� 129．2	
36 ニシノドクターヘリ 牝3栗 54 荻野 極西山 茂行氏 上原 博之 新冠 村上 欽哉 446＋ 41：28．11� 67．9

48 ソ ダ ネ ー 牝3鹿 54 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 440＋121：28．2� 65．1�
713 カシマエンペラー 牡3青鹿56 嘉藤 貴行�カシマ 清水 英克 むかわ 上水牧場 478＋101：28．3� 307．7
12 プリマヴェージ 牝3黒鹿54 丹内 祐次手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 中田 英樹 502－ 2 〃 クビ 79．4�
611 ギャップパワー 牝3栗 54 嶋田 純次小林 祐一氏 加藤 和宏 新ひだか 見上牧場 508－161：28．4クビ 115．7�
714 ド ナ カ ル モ 牝3鹿 54 柴田 善臣山田 貢一氏 本間 忍 日高 日西牧場 436＋ 41：29．14 97．9�
612 ジャストインタイム 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士下河邉行信氏 伊藤 伸一 日高 坂 牧場 474＋ 21：29．42 191．1�
24 テクノドリーム 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎西村 健氏 田中 博康 浦河 笹地牧場 B468± 01：30．14 3．8�
816 キ ン ジ ト ー 牡3栗 56 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 510－ 41：30．2� 35．6�
11 コウセイブレイヴ 牡3鹿 56 黛 弘人杉安浩一郎氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 514＋101：36．0大差 230．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，964，800円 複勝： 72，389，800円 枠連： 17，641，100円
馬連： 56，649，000円 馬単： 35，639，900円 ワイド： 42，141，500円
3連複： 82，632，700円 3連単： 130，534，100円 計： 468，592，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 320円 枠 連（2－8） 400円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 280円 �� 570円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 7，180円

票 数

単勝票数 計 309648 的中 � 138043（1番人気）
複勝票数 計 723898 的中 � 443059（1番人気）� 60959（3番人気）� 21362（5番人気）
枠連票数 計 176411 的中 （2－8） 33888（2番人気）
馬連票数 計 566490 的中 �� 71588（2番人気）
馬単票数 計 356399 的中 �� 30066（3番人気）
ワイド票数 計 421415 的中 �� 44356（2番人気）�� 18241（6番人気）�� 5852（15番人気）
3連複票数 計 826327 的中 ��� 21248（8番人気）
3連単票数 計1305341 的中 ��� 13172（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．3―47．5―1：00．3―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．0
3 ・（4，5）（2，12，15）（6，3，16）－（7，14）10，11－9（1，13）8 4 ・（4，5）15（2，12）3（6，16）（7，14）－（10，11）－9－（13，8）1

勝馬の
紹 介

コマノゼニト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．4 新潟5着

2016．4．19生 牡3鹿 母 コマノスクアーロ 母母 コ マ ノ マ コ 10戦1勝 賞金 14，500，000円
〔その他〕 コウセイブレイヴ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テクノドリーム号・キンジトー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月1日ま

で平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 プリマヴェージ号・ジャストインタイム号・カシマエンペラー号・ドナカルモ号は，「3走成績による出走制

限」のため，令和元年8月1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 マティス号

第３回 東京競馬 第１日



15003 6月1日 晴 良 （1東京3） 第1日 第3競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走11時10分 （ダート・左）
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� グーガルラヴィ 牡3黒鹿56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Nagako
Fujita 494－141：39．6 27．8�

11 ヘルニーニョアキラ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 新ひだか 高橋 義浩 B470＋ 81：39．7� 3．5�

23 セイカハルカゼ 牝3鹿 54 津村 明秀久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 436－ 2 〃 ハナ 25．6�
59 バイプレーヤー 牡3鹿 56 宮崎 北斗佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 えりも 熊沢牧場 470± 0 〃 アタマ 79．4�
47 ゼヒニオヨバズ 牡3黒鹿56 江田 照男サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 B516－ 41：39．8クビ 4．7�
24 アララトテソーロ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 476－ 21：40．01	 35．5	

612 アルファムーン 牡3栗 56
54 △野中悠太郎�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 518－ 41：40．21 23．3


48 ウインゴライアス 牡3黒鹿56 内田 博幸�ウイン 大和田 成 新ひだか 元道牧場 536＋ 41：40．3� 14．4�
611� ダラステソーロ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 米 Christiana

Stables LLC 470－ 41：40．51
 4．7�
713 ラインジュピター 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 酒井牧場 444－ 61：41．13	 32．3
35 ジ ギ ー ベ イ 牝3青 54

51 ▲山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 460－ 21：41．41� 77．5�
12 リキサンムスタング 牡3鹿 56 横山 典弘 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 500 ―1：41．5クビ 10．1�
816 ワイルドオーキッド 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 400± 01：41．81� 26．2�
714 ニットウヴィクスン 牝3鹿 54 荻野 極藤井 謙氏 高橋 文雅 新ひだか 沖田 忠幸 438＋ 81：41．9	 214．5�
510 ディオミーオ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 466± 01：42．53	 8．1�
36 シゲルクロシンジュ 牡3鹿 56 丸田 恭介森中 蕃氏 蛯名 利弘 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 476＋ 61：44．7大差 116．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，164，100円 複勝： 50，745，100円 枠連： 19，876，300円
馬連： 70，418，900円 馬単： 33，658，400円 ワイド： 52，910，400円
3連複： 99，196，800円 3連単： 117，007，400円 計： 478，977，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，780円 複 勝 � 800円 � 170円 � 550円 枠 連（1－8） 1，660円

馬 連 �� 5，620円 馬 単 �� 15，320円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 7，930円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 34，970円 3 連 単 ��� 240，310円

票 数

単勝票数 計 351641 的中 � 10115（10番人気）
複勝票数 計 507451 的中 � 13762（10番人気）� 99609（2番人気）� 21048（7番人気）
枠連票数 計 198763 的中 （1－8） 9254（5番人気）
馬連票数 計 704189 的中 �� 9696（18番人気）
馬単票数 計 336584 的中 �� 1647（57番人気）
ワイド票数 計 529104 的中 �� 5753（27番人気）�� 1678（66番人気）�� 11154（13番人気）
3連複票数 計 991968 的中 ��� 2127（106番人気）
3連単票数 計1170074 的中 ��� 353（700番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．1―12．3―12．5―12．4―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．9―48．2―1：00．7―1：13．1―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グーガルラヴィ �
�
父 Declaration of War �

�
母父 Speightstown デビュー 2018．10．20 東京14着

2016．3．12生 牡3黒鹿 母 Maltese Googol 母母 Superb in Roses 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルクロシンジュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月1日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ジギーベイ号・ニットウヴィクスン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月1日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 トーキョーサバク号・プリンシパル号

15004 6月1日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1東京3） 第1日 第4競走 ��3，100�障害3歳以上オープン

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：22．0良・稍重

55 メイショウダッサイ 牡6黒鹿61 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 508－123：25．3 2．7�
66 キークラッカー 牡6鹿 60 石神 深一北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 520± 03：27．3大差 15．2�
33 テンザワールド 牡5栗 60 西谷 誠天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 434＋ 23：27．72� 2．8�
88 メドウラーク 牡8鹿 60 北沢 伸也吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 510＋ 43：28．76 4．2�
77 ナリノレーヴドール 牡4鹿 60 金子 光希成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 454± 03：28．8� 10．3�
89 クロフネフリート 牡8鹿 60 草野 太郎平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 546＋ 43：29．75 25．6�
44 ジャッカスバーク �8黒鹿60 大庭 和弥 	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 556＋103：29．91 39．1

11 キャニオンロード �6鹿 60 原田 和真 	サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 494－ 63：32．0大差 34．4�
22 ドラゴンストーム �7青鹿60 上野 翔窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 23：33．06 19．2�
（9頭）

売 得 金
単勝： 26，295，200円 複勝： 26，070，000円 枠連： 8，982，500円
馬連： 42，454，100円 馬単： 26，757，700円 ワイド： 28，718，200円
3連複： 60，955，400円 3連単： 117，121，400円 計： 337，354，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 250円 � 150円 枠 連（5－6） 1，960円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 550円 �� 230円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 10，600円

票 数

単勝票数 計 262952 的中 � 75881（1番人気）
複勝票数 計 260700 的中 � 72610（1番人気）� 19300（5番人気）� 45333（3番人気）
枠連票数 計 89825 的中 （5－6） 3547（7番人気）
馬連票数 計 424541 的中 �� 17050（6番人気）
馬単票数 計 267577 的中 �� 7489（8番人気）
ワイド票数 計 287182 的中 �� 12352（7番人気）�� 36293（2番人気）�� 10399（8番人気）
3連複票数 計 609554 的中 ��� 22217（6番人気）
3連単票数 計1171214 的中 ��� 8005（35番人気）
上り 1マイル 1：42．8 4F 49．1－3F 36．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウダッサイ 
�
父 スズカマンボ 

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2015．9．27 阪神8着

2013．4．8生 牡6黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 障害：8戦3勝 賞金 54，234，000円



15005 6月1日 晴 良 （1東京3） 第1日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時30分 （芝・左）

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

44 カイトレッド 牝2鹿 54 丸山 元気本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 444 ―1：23．9 5．9�
（リンノヘイロー）

812 ブ ン ロ ー ト 牡2鹿 54
53 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム 516 ― 〃 ハナ 19．4�

56 タイムマシン 牡2鹿 54 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 436 ―1：24．32� 4．1�
811 スタインウェイ 牡2黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 490 ―1：24．4� 2．1�
55 ハ デ ィ ア 牡2鹿 54 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 436 ―1：24．5� 89．8�
22 コスモカッティーボ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：24．6� 45．6	
68 コパノビアンカ 牝2青鹿 54

51 ▲大塚 海渡小林 祥晃氏 林 徹 新冠 武田牧場 424 ―1：24．81� 94．4

79 トーセンシグナル 牡2栗 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 B476 ― 〃 ハナ 85．1�
67 コスモシークレット 牡2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 434 ―1：25．01� 98．2
33 ミャゴラーレ 牡2鹿 54 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 500 ― 〃 クビ 7．1�
710 タ チ ア オ イ 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 428 ―1：25．42� 25．0�
11 ジュンセイコー 牝2黒鹿 54

52 △野中悠太郎河合 純二氏 高柳 瑞樹 浦河 山口 義彦 414 ―1：26．57 81．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 49，849，500円 複勝： 47，022，500円 枠連： 14，057，100円
馬連： 67，615，200円 馬単： 39，690，700円 ワイド： 45，336，400円
3連複： 81，495，700円 3連単： 135，648，000円 計： 480，715，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 320円 � 160円 枠 連（4－8） 600円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 6，250円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 420円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 30，130円

票 数

単勝票数 計 498495 的中 � 70678（3番人気）
複勝票数 計 470225 的中 � 64398（3番人気）� 31350（5番人気）� 88828（2番人気）
枠連票数 計 140571 的中 （4－8） 17954（2番人気）
馬連票数 計 676152 的中 �� 14677（12番人気）
馬単票数 計 396907 的中 �� 4761（19番人気）
ワイド票数 計 453364 的中 �� 10221（10番人気）�� 29212（5番人気）�� 15532（8番人気）
3連複票数 計 814957 的中 ��� 15074（11番人気）
3連単票数 計1356480 的中 ��� 3264（88番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．7―12．9―11．7―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．7―49．6―1：01．3―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．3
3 10，4，7，1（2，5，6）12，8，11（9，3） 4 10（4，7）（1，5，6）（2，12）（8，11）9，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カイトレッド �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2017．3．30生 牝2鹿 母 ニシノマドカ 母母 ニシノプロミネンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 スタインウェイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

15006 6月1日 晴 良 （1東京3） 第1日 第6競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走13時00分 （芝・左）
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
1：30．5
1：30．5

良
良

36 トランスナショナル 牡3栗 56 田辺 裕信吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 476± 01：33．7 3．5�
11 マヤノハルモニア 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也田所 英子氏 尾形 和幸 日高 天羽牧場 428＋161：34．12� 213．5�
817 ストームリッパー �3鹿 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 494－ 61：34．31	 4．2�
47 サクラデュエル 牡3鹿 56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 496＋ 6 〃 ハナ 4．2�
816 ハンターバレー 牡3栗 56 田中 勝春村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 490－ 81：34．4� 28．4�
714 クーダルジャン 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅 	シルクレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋141：34．5
 17．5


715 マ ル ニ 牝3青鹿54 石橋 脩 	シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 430± 01：34．71	 8．8�
510 アーミングエリア 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 460－ 8 〃 クビ 19．0�
713 エムアイグランツ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也岩崎 充利氏 青木 孝文 日高 細川牧場 506＋ 21：34．8クビ 79．2
12 ダーリンボウイ 牡3栗 56 荻野 極薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 442＋ 41：34．9� 242．1�
35 カンパーニャ 牡3栗 56 内田 博幸村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 440± 01：35．0� 6．0�
24 コットンスノー �3芦 56 石川裕紀人保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 480－101：35．21� 105．6�
818 ミレニアムドリーム 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 尾形 和幸 浦河 山田 昇史 536± 01：36．05 248．1�
612 スリーケープワキア 牝3栗 54

52 △野中悠太郎永井商事� 小島 茂之 平取 稲原牧場 448－ 2 〃 クビ 162．9�
48 ヴェルサイユコート 牝3黒鹿54 松岡 正海西田 順彦氏 伊藤 伸一 新ひだか 佐藤 勝秀 406 ―1：36．31
 197．5�
611 ビクトリアスマイル 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 KRジャパン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 410＋ 4 〃 ハナ 69．9�
59 サニーフラッシュ 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 424± 01：36．51 154．7�
23 チェスナットバレー 牡3鹿 56 蛯名 正義大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478± 01：37．35 107．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，502，900円 複勝： 69，022，500円 枠連： 25，071，900円
馬連： 87，337，000円 馬単： 40，524，300円 ワイド： 58，818，300円
3連複： 114，043，900円 3連単： 139，075，900円 計： 575，396，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 4，950円 � 160円 枠 連（1－3） 8，720円

馬 連 �� 47，800円 馬 単 �� 74，120円

ワ イ ド �� 14，360円 �� 380円 �� 17，290円

3 連 複 ��� 57，050円 3 連 単 ��� 381，930円

票 数

単勝票数 計 415029 的中 � 93170（1番人気）
複勝票数 計 690225 的中 � 152944（1番人気）� 2219（16番人気）� 129093（2番人気）
枠連票数 計 250719 的中 （1－3） 2228（18番人気）
馬連票数 計 873370 的中 �� 1416（54番人気）
馬単票数 計 405243 的中 �� 410（97番人気）
ワイド票数 計 588183 的中 �� 977（67番人気）�� 45926（3番人気）�� 811（74番人気）
3連複票数 計1140439 的中 ��� 1499（100番人気）
3連単票数 計1390759 的中 ��� 264（611番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―11．8―11．9―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．6―47．4―59．3―1：10．8―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トランスナショナル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Efisio デビュー 2018．10．20 東京2着

2016．5．25生 牡3栗 母 シ ョ ー コ 母母 Gold Florenly 6戦1勝 賞金 12，100，000円
〔制裁〕 サクラデュエル号の騎手横山典弘は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・13番・9番）
〔3走成績による出走制限〕 ミレニアムドリーム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月1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 グランパルトネール号



15007 6月1日 晴 良 （1東京3） 第1日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；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
1：33．8
1：33．3

重
良

713 モリトシラユリ 牝5芦 55 内田 博幸石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 494＋ 21：38．0 2．6�
714 ロジヒューズ 牝4鹿 55 丸山 元気久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 480＋ 2 〃 クビ 19．3�
611 ビ ジ ョ ッ テ 牝5鹿 55 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 510＋ 21：38．53 4．7�
11 � カズミドリーム 牝4栗 55 戸崎 圭太藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 462± 0 〃 アタマ 13．1�
510 ラプターゲイル 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 英樹 B450＋ 21：38．81� 28．4�
23 ゴ ム マ リ 牝4黒鹿 55

54 ☆横山 武史田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 474＋ 61：38．9� 44．3	
612 オノリシャス 牝5鹿 55

53 △野中悠太郎金子真人ホール
ディングス
 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：39．0クビ 25．5�

35 ニシノアマタ 牝3栗 52
49 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 440－ 21：39．1� 31．4�

47 � ハタノレジーナ 牝4青鹿55 吉田 豊 �グッドラック・ファーム 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 456＋121：39．41� 114．3

816� レーヌミラクル 牝6鹿 55 武士沢友治酒井 喜生氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 504＋141：39．61 28．5�
36 マリノジュリア 牝3黒鹿 52

51 ☆木幡 巧也
クラウン 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 438－ 81：39．91� 12．6�
59 テ ン キ セ キ 牝6鹿 55 江田 照男天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B492－ 21：40．0クビ 133．6�
24 ジャンティエス 牝4栗 55 松岡 正海落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 アタマ 5．3�
815 エバーパッション 牝6青鹿 55

54 ☆菊沢 一樹宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 438－ 61：41．06 59．0�
48 レ ロ ー ヴ 牝5鹿 55

54 ☆武藤 雅今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B512＋ 41：44．6大差 36．1�
12 � スーパーノーマル 牝4黒鹿55 柴山 雄一ニッシンレーシング 伊藤 大士 安平 追分ファーム 478－ 41：45．77 24．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，678，000円 複勝： 61，267，900円 枠連： 25，278，800円
馬連： 95，859，100円 馬単： 42，561，600円 ワイド： 66，625，300円
3連複： 135，949，900円 3連単： 155，575，300円 計： 623，795，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 500円 � 160円 枠 連（7－7） 3，550円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 280円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 21，480円

票 数

単勝票数 計 406780 的中 � 123483（1番人気）
複勝票数 計 612679 的中 � 178536（1番人気）� 19393（9番人気）� 102364（2番人気）
枠連票数 計 252788 的中 （7－7） 5505（15番人気）
馬連票数 計 958591 的中 �� 26257（7番人気）
馬単票数 計 425616 的中 �� 6927（12番人気）
ワイド票数 計 666253 的中 �� 15944（8番人気）�� 70450（1番人気）�� 10367（20番人気）
3連複票数 計1359499 的中 ��� 24250（9番人気）
3連単票数 計1555753 的中 ��� 5250（43番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―12．3―12．7―12．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．1―47．4―1：00．1―1：12．8―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モリトシラユリ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．22 東京8着

2014．3．14生 牝5芦 母 サイレントラヴ 母母 フアーストラブ 23戦3勝 賞金 47，505，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レローヴ号・スーパーノーマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月1日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エナホープ号・ベルアーシュ号

15008 6月1日 晴 良 （1東京3） 第1日 第8競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳53�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
2：20．6
2：20．6

良
良

44 ホウオウサーベル 牡3鹿 53 蛯名 正義小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 482－ 62：25．6 2．7�
89 カーロバンビーナ 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 400± 02：25．91� 7．2�
22 ス マ イ ル 牡3鹿 53 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 516－ 82：26．43 2．0�
88 レッドボヌール 牝5鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428＋ 82：26．71� 6．9�
55 ルーラーキング 牡5鹿 57

56 ☆横山 武史宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 470± 0 〃 クビ 29．1	
33 � キングポセイドン 牡4栗 57 田辺 裕信 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 ディアレスト
クラブ 462－152：27．12� 40．4


11 タイプムーン 牝4黒鹿55 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 32：27．52� 24．6�
66 フォーティラブ 牡3鹿 53 木幡 初也 H.F Association 杉浦 宏昭 浦河 大島牧場 472－ 62：27．6� 81．3�
77 スターオンザヒル 牡4黒鹿 57

54 ▲菅原 明良飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 494－ 62：28．45 153．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 43，309，900円 複勝： 41，879，500円 枠連： 19，091，200円
馬連： 68，053，900円 馬単： 43，151，100円 ワイド： 39，313，200円
3連複： 86，058，200円 3連単： 189，509，100円 計： 530，366，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（4－8） 660円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 260円 �� 150円 �� 220円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 3，080円

票 数

単勝票数 計 433099 的中 � 127560（2番人気）
複勝票数 計 418795 的中 � 109039（2番人気）� 51769（3番人気）� 145206（1番人気）
枠連票数 計 190912 的中 （4－8） 22152（3番人気）
馬連票数 計 680539 的中 �� 46985（4番人気）
馬単票数 計 431511 的中 �� 20569（6番人気）
ワイド票数 計 393132 的中 �� 32372（4番人気）�� 79069（1番人気）�� 42090（2番人気）
3連複票数 計 860582 的中 ��� 145444（1番人気）
3連単票数 計1895091 的中 ��� 44530（7番人気）

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

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―24．4―37．2―50．1―1：02．7―1：15．3―1：27．7―1：39．7―1：51．7―2：03．4―2：14．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F33．9
1
3
3（2，4）1，6，8（5，9）7
3（2，4）1（6，8）9－5－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウサーベル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Acatenango デビュー 2018．8．11 新潟1着

2016．5．6生 牡3鹿 母 バ ラ ン セ ラ 母母 Baranciaga 4戦2勝 賞金 14，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



15009 6月1日 晴 良 （1東京3） 第1日 第9競走 ��
��1，800�

こ く ぶ ん じ

国 分 寺 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，1勝クラス（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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

78 ロードマイウェイ 牡3鹿 54 C．ルメール �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 464± 01：45．9 1．6�
33 ペルソナデザイン 牡3鹿 54 大野 拓弥�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 476＋ 21：46．11� 9．9�
55 ナ ル ハ ヤ 牝5黒鹿55 藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 482－ 21：46．31	 9．7�
66 ギャンブラー 牡4黒鹿57 横山 武史大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 514－ 41：46．4� 39．3�
77 ミ チ ビ キ 牝3黒鹿52 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 468± 01：46．5クビ 11．0�
89 
 クリノオスマン �5栗 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 450－ 4 〃 クビ 13．5	
11 マイネルザウバア 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 452－ 4 〃 ハナ 6．4

44 ヒドゥンパラメータ 牡5鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 472－ 41：46．6� 11．9�
22 イ ル ル ー メ 牡4黒鹿57 藤井勘一郎西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 490＋ 81：47．23� 116．3�
810 スターフィールド �4黒鹿57 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B478± 01：47．73 93．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，312，000円 複勝： 85，925，900円 枠連： 19，613，000円
馬連： 100，107，600円 馬単： 55，888，000円 ワイド： 61，454，300円
3連複： 122，664，900円 3連単： 244，325，900円 計： 740，291，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 230円 � 260円 枠 連（3－7） 670円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 330円 �� 390円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 5，390円

票 数

単勝票数 計 503120 的中 � 240912（1番人気）
複勝票数 計 859259 的中 � 385855（1番人気）� 63304（6番人気）� 52568（7番人気）
枠連票数 計 196130 的中 （3－7） 22535（3番人気）
馬連票数 計1001076 的中 �� 101497（3番人気）
馬単票数 計 558880 的中 �� 42284（3番人気）
ワイド票数 計 614543 的中 �� 50303（3番人気）�� 41272（6番人気）�� 12957（19番人気）
3連複票数 計1226649 的中 ��� 53825（5番人気）
3連単票数 計2443259 的中 ��� 32835（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．7―48．0―1：00．1―1：12．0―1：23．2―1：34．1

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

勝馬の
紹 介

ロードマイウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．10．14 新潟4着

2016．3．4生 牡3鹿 母 フ ェ リ ス 母母 レディミューズ 6戦2勝 賞金 20，859，000円

15010 6月1日 晴 良 （1東京3） 第1日 第10競走 ��
��1，400�

ゆ い が は ま

由 比 ヶ 浜 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．6．2以降1．5．26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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

22 レ ノ ー ア 牝3栗 51 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 402－ 21：20．3 5．3�
58 ベストアクター �5芦 54 柴田 善臣 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 クビ 8．2�
712 スズカアーチスト 牝4黒鹿51 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B476＋ 81：20．4� 19．6�
11 ラ ミ エ ル 牝3鹿 51 松若 風馬桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 442－ 21：20．61	 7．9�
610 ムスコローソ 牡4栗 55 石橋 脩落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506－ 21：20．7� 22．0�
35 キングリッド 牡5鹿 55 C．ルメール 吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 456＋ 41：20．8クビ 2．6	
59 ディアボレット 牝4栗 52 藤田菜七子
協栄 加用 正 日高 タバタファーム 458＋ 21：20．9
 39．7�
815� スタークニナガ 牡4青鹿54 松岡 正海山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 谷岡スタット 440± 0 〃 ハナ 57．0�
23 ケ ワ ロ ス 牝4鹿 52 勝浦 正樹ニッシンレーシング 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 442－ 21：21．0
 21．2
47 ロジスカーレット 牡4鹿 54 M．デムーロ久米田正明氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 432－ 2 〃 同着 25．7�
46 ラストプリマドンナ 牝4鹿 53 戸崎 圭太 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：21．1� 6．9�
713 ダノンハイパワー 牡5黒鹿56 菊沢 一樹
ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 504＋ 2 〃 アタマ 28．6�
34 ボールドジャパン 牡8鹿 53 横山 武史増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 534＋ 61：21．31	 78．1�
814 ロードライト 牝4青鹿51 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 B442＋161：21．4� 210．7�
611 ド ウ デ ィ 牡5鹿 54 丸山 元気 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 B482－ 81：22．57 60．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，112，100円 複勝： 77，926，400円 枠連： 34，444，000円
馬連： 164，263，300円 馬単： 65，918，300円 ワイド： 93，433，800円
3連複： 223，729，200円 3連単： 281，311，300円 計： 998，138，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 250円 � 410円 枠 連（2－5） 1，270円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，600円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 14，780円 3 連 単 ��� 72，580円

票 数

単勝票数 計 571121 的中 � 85882（2番人気）
複勝票数 計 779264 的中 � 122160（2番人気）� 80771（4番人気）� 43019（6番人気）
枠連票数 計 344440 的中 （2－5） 20980（5番人気）
馬連票数 計1642633 的中 �� 68984（7番人気）
馬単票数 計 659183 的中 �� 14453（11番人気）
ワイド票数 計 934338 的中 �� 29467（7番人気）�� 14962（16番人気）�� 7700（35番人気）
3連複票数 計2237292 的中 ��� 11348（48番人気）
3連単票数 計2813113 的中 ��� 2810（220番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―11．7―11．3―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―46．6―57．9―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．7
3 10，12，13－（8，9）（3，5，14）（2，6）（1，11）15，7，4 4 10（12，13）（8，9）（3，5，14）（2，6）（1，15，11）7，4

勝馬の
紹 介

レ ノ ー ア �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 トワイニング デビュー 2018．6．9 東京1着

2016．1．31生 牝3栗 母 レッドターキー 母母 レッドレターデイ 10戦3勝 賞金 46，969，000円



15011 6月1日 晴 良 （1東京3） 第1日 第11競走 ��
��2，100�スレイプニルステークス

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
52�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

36 テルペリオン 牡5栗 57 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 B526＋ 22：11．2 8．7�
713 アンデスクイーン 牝5栗 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：11．52 13．5�
815 コスモカナディアン 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 502＋ 42：11．6	 15．3�
59 アングライフェン 牡7鹿 58 C．ルメール 前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 22：11．81
 3．1�
23 � ク ロ ス ケ 牡4青鹿56 松岡 正海助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 450－ 22：11．9	 23．4	
12 クイーンマンボ 牝5青 54 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 512－ 8 〃 クビ 4．9

47 ストライクイーグル 牡6青鹿56 大野 拓弥 �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 498－ 42：12．0	 35．5�
11 クラシックメタル �8鹿 56 丸山 元気吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 アタマ 10．2�
510 ホーリーブレイズ 牡5鹿 56 石川裕紀人村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 478＋ 22：12．1	 37．0
35 サ ノ サ マ ー 牡5栗 56 内田 博幸佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 484＋ 62：12．2クビ 13．1�
816� アイファーイチオー 牡5栗 56 藤井勘一郎中島 稔氏 上村 洋行 新ひだか 静内山田牧場 496－142：12．41
 36．1�
24 � リテラルフォース 牡5黒鹿56 田辺 裕信村上 稔氏 高柳 大輔 登別 ユートピア牧場 516± 02：12．93 7．1�
714� パルトネルラーフ 牡6鹿 56 江田 照男ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 492－ 22：13．22 134．4�
48 ザイディックメア 牡7鹿 56 荻野 極 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 472－102：13．41 129．0�
612� ワークアンドラブ 牡4栗 56 木幡 巧也小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか グランド牧場 B476＋ 62：14．35 279．9�
611 ルールソヴァール �7栗 59 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B506＋ 82：15．36 49．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 100，494，900円 複勝： 154，684，400円 枠連： 77，274，000円
馬連： 338，523，300円 馬単： 125，474，700円 ワイド： 188，421，900円
3連複： 526，371，100円 3連単： 650，247，100円 計： 2，161，491，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 300円 � 410円 � 340円 枠 連（3－7） 3，390円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 9，910円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 1，460円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 17，990円 3 連 単 ��� 90，850円

票 数

単勝票数 計1004949 的中 � 91402（4番人気）
複勝票数 計1546844 的中 � 140061（5番人気）� 93585（8番人気）� 120508（6番人気）
枠連票数 計 772740 的中 （3－7） 17660（15番人気）
馬連票数 計3385233 的中 �� 49006（20番人気）
馬単票数 計1254747 的中 �� 9494（34番人気）
ワイド票数 計1884219 的中 �� 27314（21番人気）�� 33443（18番人気）�� 26304（24番人気）
3連複票数 計5263711 的中 ��� 21941（64番人気）
3連単票数 計6502471 的中 ��� 5189（290番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．7―31．0―43．7―56．5―1：09．5―1：21．6―1：33．7―1：46．0―1：58．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テルペリオン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．1 阪神5着

2014．3．12生 牡5栗 母 エ ル ベ レ ス 母母 ジ ア ー ダ 21戦7勝 賞金 143，874，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 リテラルフォース号の騎手田辺裕信は，1コーナーで内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 バイラ号

15012 6月1日 晴 良 （1東京3） 第1日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （ダート・左）
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
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 ブロードアリュール �5鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B468－161：24．8 10．5�
48 パイロジェン 牡3栗 54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：25．11	 3．5�
35 ア ポ ロ ビ ビ 牡3栗 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 474＋ 41：25．52
 5．4�
713 アンジェリーブル 牝3栗 52 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 438＋ 21：25．71� 4．0�
36 ミッキーマンドリン 牝4鹿 55

54 ☆横山 武史野田みづき氏 萩原 清 日高 白井牧場 472＋ 21：25．91� 71．9�
12 サ ン ペ ド ロ 牡6栗 57 江田 照男	ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 476＋ 2 〃 ハナ 38．8

612 オ ー ル デ ン 牡5鹿 57 戸崎 圭太金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 446－ 81：26．0	 7．2�
714 フィリーズラン 牝3鹿 52

51 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 424± 01：26．21� 12．2�
23 ファイナルマズル 牡3鹿 54

51 ▲菅原 明良 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 61：26．52 12．9

816 ヘ ニ ッ ヒ �3黒鹿54 内田 博幸小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 B464－121：26．6クビ 30．3�
611� サンシャイアン 牡4鹿 57 松岡 正海 	加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 B468－181：26．7
 116．5�
510 マイネルサンタアナ 牡3栗 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 446＋12 〃 アタマ 42．3�
24 � エリープラネット 牝4栗 55 丹内 祐次谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 430＋ 81：27．65 237．2�
59 � ミルトシャトル 牡4栗 57 丸田 恭介永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 木村 秀則 454－ 41：27．7	 133．5�
815� アカネバローロ 牝6鹿 55

52 ▲小林 凌大ライオンレースホース	 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 476－161：28．23 205．5�
47  クワッドアーチ 牡6鹿 57 石橋 脩 �シルクレーシング 池上 昌和 米 Woodford

Thoroughbreds B564＋131：29．9大差 32．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 74，471，800円 複勝： 113，744，100円 枠連： 44，807，300円
馬連： 185，057，600円 馬単： 72，691，600円 ワイド： 120，754，600円
3連複： 277，415，100円 3連単： 328，242，400円 計： 1，217，184，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 330円 � 160円 � 200円 枠 連（1－4） 1，400円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，240円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 26，080円

票 数

単勝票数 計 744718 的中 � 56615（5番人気）
複勝票数 計1137441 的中 � 73943（7番人気）� 213888（2番人気）� 146535（3番人気）
枠連票数 計 448073 的中 （1－4） 24706（7番人気）
馬連票数 計1850576 的中 �� 72666（6番人気）
馬単票数 計 726916 的中 �� 12614（15番人気）
ワイド票数 計1207546 的中 �� 36654（9番人気）�� 23908（15番人気）�� 65831（2番人気）
3連複票数 計2774151 的中 ��� 58717（8番人気）
3連単票数 計3282424 的中 ��� 9123（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―35．9―47．9―1：00．1―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブロードアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Broad Brush デビュー 2016．12．25 中山3着

2014．4．26生 �5鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure 8戦3勝 賞金 24，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クワッドアーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月1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） 1頭 セイウンデルレイ号
（非抽選馬） 1頭 ハルメキ号



（1東京3）第1日 6月1日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

210，350，000円
1，300，000円
16，140，000円
1，330，000円
23，230，000円
69，525，500円
4，917，800円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
582，621，500円
848，086，200円
323，043，900円
1，346，447，700円
617，744，100円
848，696，700円
1，911，666，800円
2，621，781，600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 9，100，088，500円

総入場人員 28，278名 （有料入場人員 26，255名）
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