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齢性
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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

15013 6月2日 曇 良 （1東京3） 第2日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時05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
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 ジーナアイリス 牝3芦 54 内田 博幸 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 530＋ 41：26．8 2．8�
59 プリティドール 牝3鹿 54 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 守矢牧場 468－ 81：28．07 10．5�
815 カメリアテソーロ 牝3栗 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 454＋ 21：28．1� 3．0�
22 サクラクリスタル 牝3青鹿54 横山 和生�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 458＋ 6 〃 クビ 65．0�
34 ロ ジ ベ ー カ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 422＋ 6 〃 アタマ 35．2	
814 デルマアンバリッド 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 494＋121：28．31� 29．8

713 ダンスロマネスク 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 ハナ 6．4�
35 ジューンバラード 牝3青鹿54 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 426＋ 41：28．4クビ 6．7�
23 キシュウソレイユ 牝3鹿 54 幸 英明木村 昌三氏 本間 忍 新冠 タニグチ牧場 456＋ 21：28．93 136．5
712 デュアリティ 牝3鹿 54 柴山 雄一中西 宏彰氏 高橋 義博 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 488± 01：29．0� 82．8�
611 タイムアクシス 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 対馬 正 468－ 11：29．1� 55．8�
58 クリノドドンパ 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 坂本牧場 488－ 41：29．41� 166．6�
46 ボンマリアージュ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士今中 俊平氏 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B460＋ 61：29．72 171．4�
11 ブラックコメディ 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 小野 次郎 新ひだか 岡野牧場 482＋ 41：30．33� 37．9�
610 ツクバボニート 牝3栗 54 丸田 恭介細谷 武史氏 和田 雄二 新ひだか 坂本 健一 412＋ 41：31．04 49．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，672，700円 複勝： 50，152，900円 枠連： 15，336，000円
馬連： 77，242，000円 馬単： 40，158，000円 ワイド： 52，283，200円
3連複： 109，043，700円 3連単： 136，273，900円 計： 514，162，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 210円 � 130円 枠 連（4－5） 1，370円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 460円 �� 190円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 336727 的中 � 94114（1番人気）
複勝票数 計 501529 的中 � 116544（1番人気）� 43219（5番人気）� 115424（2番人気）
枠連票数 計 153360 的中 （4－5） 8616（7番人気）
馬連票数 計 772420 的中 �� 45385（6番人気）
馬単票数 計 401580 的中 �� 13631（7番人気）
ワイド票数 計 522832 的中 �� 26194（6番人気）�� 82470（1番人気）�� 23445（7番人気）
3連複票数 計1090437 的中 ��� 78538（3番人気）
3連単票数 計1362739 的中 ��� 16730（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―13．1―13．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．9―49．0―1：02．1―1：14．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジーナアイリス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2018．9．9 中山3着

2016．2．17生 牝3芦 母 ディアジーナ 母母 アイネスターキン 4戦1勝 賞金 8，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツクバボニート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月2日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 スズカマリーシップ号（疾病〔左後肢跛行〕のため）
※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 カフェサーバル号

15014 6月2日 曇 良 （1東京3） 第2日 第2競走 ��2，100�3歳未勝利
発走10時35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
2：06．7
2：05．9

良
良

11 フィールオーケー 牡3黒鹿 56
55 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B468＋ 22：13．9 5．5�

48 リンガスビャクヤ 牡3芦 56 C．ルメール 伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 500± 02：14．43 5．5�
36 ペイシャラトゥール 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 488－ 2 〃 クビ 6．8�
816 ボヘミアラプソディ 牡3鹿 56 戸崎 圭太平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478＋ 42：14．5� 21．2�
510 サクラザチェンジ 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 B490＋142：14．92� 7．7�
714 ノーブルエンブレム 牡3黒鹿56 D．レーン �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 546 ―2：15．22 6．9	

（豪）

12 スポーティブ �3栗 56 柴山 雄一吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480－ 42：15．3� 100．4

23 キャストロット 牡3鹿 56 大野 拓弥多田 賢司氏 中川 公成 浦河 高昭牧場 514＋ 82：16．04 19．1�
35 ア ラ ゴ ネ ス �3黒鹿 56

54 △野中悠太郎吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 546－ 42：16．74 39．7�
713 サングリーンベイ 牡3栗 56 村田 一誠 加藤ステーブル 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン B482－ 42：17．23 34．7�
47 ノボリターン 牡3黒鹿56 内田 博幸LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 484－ 42：17．41 66．3�
815 ソルダートダズル 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子ディアレストクラブ 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 B474－ 8 〃 クビ 19．4�
611 ダイレクトフライト 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 02：17．61� 51．5�

59 ジョイクローネ 牡3鹿 56 黛 弘人西村 亮二氏 武井 亮 日高 いとう牧場 522＋ 22：18．23� 8．3�
612 レアフィード 牡3鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 536－102：18．73 10．3�
24 アルチェーレ 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡吉田 晴哉氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 42：19．02 248．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，034，000円 複勝： 64，743，700円 枠連： 24，288，500円
馬連： 89，542，100円 馬単： 38，224，000円 ワイド： 65，551，500円
3連複： 133，131，400円 3連単： 140，388，400円 計： 593，903，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 190円 � 190円 枠 連（1－4） 1，380円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 610円 �� 480円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 11，500円

票 数

単勝票数 計 380340 的中 � 54725（2番人気）
複勝票数 計 647437 的中 � 102499（1番人気）� 86021（3番人気）� 89535（2番人気）
枠連票数 計 242885 的中 （1－4） 13585（5番人気）
馬連票数 計 895421 的中 �� 41409（2番人気）
馬単票数 計 382240 的中 �� 9095（3番人気）
ワイド票数 計 655515 的中 �� 27425（2番人気）�� 35796（1番人気）�� 25489（4番人気）
3連複票数 計1331314 的中 ��� 42506（1番人気）
3連単票数 計1403884 的中 ��� 8846（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．1―30．6―43．4―55．9―1：09．1―1：22．1―1：34．8―1：47．7―2：00．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィールオーケー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．6 中山13着

2016．2．1生 牡3黒鹿 母 フィールフリーリー 母母 ミスベルベール 7戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 ペイシャラトゥール号の騎手嘉藤貴行は，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：9番）
〔3走成績による出走制限〕 アルチェーレ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月2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。

第３回 東京競馬 第２日



15015 6月2日 曇 良 （1東京3） 第2日 第3競走 ��1，300�3歳未勝利
発走11時05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
1：16．1
1：16．1

重
重

816 ラディアント 牡3鹿 56 柴山 雄一�Basic 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 504± 01：19．5 2．7�
611 スマートエリス 牝3栗 54 川田 将雅大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 490＋ 41：19．71� 3．9�
713 ヒロノトウリョウ 牡3鹿 56 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 B484－ 41：20．01� 9．1�
714 ジョガールボニート 牡3青鹿56 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 456＋ 61：20．1クビ 7．6�
35 タマモキャペリン 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 446－ 21：20．42 5．0�
48 エ コ ロ ト ム 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 浦河 東栄牧場 448－ 2 〃 ハナ 47．3	
510 ランランコハク 牝3青鹿 54

53 ☆横山 武史
髙昭牧場 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 452＋ 21：21．03� 117．4�
59 ハンターテソーロ 牡3芦 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前田ファーム 464± 01：21．1� 16．8�
11 ミスビートリックス 牝3青鹿54 戸崎 圭太 J．ウー氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム B486＋ 61：21．31� 15．2
12 トーアピッコロ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹高山ランド� 小島 茂之 豊浦トーア牧場 452± 01：21．83 278．8�
36 ハルノツカイ 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 454＋ 21：22．01� 172．1�

815 ラブイズテーラー 牡3栗 56
55 ☆木幡 巧也中西 浩一氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：22．74 172．2�

23 ハ ナ イ カ ダ 牝3青鹿 54
51 ▲木幡 育也山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 静内酒井牧場 404－ 21：22．91� 272．5�

47 ヤマニンティエラ 牝3鹿 54
53 ☆坂井 瑠星土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 412＋ 21：23．32� 106．8�

24 トッケンリスク 牝3青鹿 54
51 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 及川 幸夫 408－121：23．61� 422．9�

612 チリカラチリトト 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大橘 倍男氏 高橋 義博 日高 戸川牧場 424－ 21：23．81� 376．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，709，500円 複勝： 68，698，600円 枠連： 20，375，400円
馬連： 90，013，400円 馬単： 44，695，000円 ワイド： 62，947，500円
3連複： 122，938，400円 3連単： 153，919，400円 計： 604，297，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 150円 � 210円 枠 連（6－8） 620円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 290円 �� 490円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 5，660円

票 数

単勝票数 計 407095 的中 � 119770（1番人気）
複勝票数 計 686986 的中 � 155455（1番人気）� 125607（3番人気）� 68329（5番人気）
枠連票数 計 203754 的中 （6－8） 25278（2番人気）
馬連票数 計 900134 的中 �� 117482（1番人気）
馬単票数 計 446950 的中 �� 29809（2番人気）
ワイド票数 計 629475 的中 �� 60607（1番人気）�� 31754（6番人気）�� 22430（9番人気）
3連複票数 計1229384 的中 ��� 49667（5番人気）
3連単票数 計1539194 的中 ��� 19689（11番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．9―12．5―12．7―11．8―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―30．2―42．7―55．4―1：07．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラディアント �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Big Brown デビュー 2019．3．17 中京12着

2016．4．11生 牡3鹿 母 グランソルシエール 母母 Subtle Aly 5戦1勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕トッケンリスク号・チリカラチリトト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月2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〕 ミスビートリックス号・チリカラチリトト号・ラブイズテーラー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和

元年8月2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 カネショウベリー号
（非抽選馬） 1頭 サンレイブランコ号

15016 6月2日 曇 良 （1東京3） 第2日 第4競走 ��
��2，400�3歳未勝利

発走11時35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
2：20．6
2：20．6

良
良

816 セントレオナード 牡3鹿 56 D．レーン �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 460＋ 82：27．2 1．5�
（豪）

24 シュテルンシチー 牡3栗 56 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 444－ 6 〃 クビ 15．3�
23 サンデースクール 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438＋ 62：27．52 10．4�

36 タイキウォレス 牡3芦 56 川田 将雅�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 466＋ 42：27．6クビ 5．8�

59 � モントカイザー �3黒鹿56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 英 Mrs D. du
Feu 464＋ 2 〃 クビ 112．9	

714 ブラザーサン 牡3栗 56 伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 402＋ 42：27．81	 424．3

611 エクリヴァン 牡3栗 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 512 ― 〃 アタマ 8．1�
510 ヘヴンリータイム �3栗 56

55 ☆木幡 巧也伊藤 正徳氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 492＋ 22：28．01	 44．5�
11 バモサバイラ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 410－102：28．21	 155．0
12 ビギングローリー 牡3芦 56

54 △野中悠太郎窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 B462－ 22：28．41	 38．6�
47 ブルーザリオン 牡3鹿 56 吉田 豊小林 哲之氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 436＋ 2 〃 クビ 33．7�
48 クリンカービルト 牡3黒鹿 56

55 ☆横山 武史 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 480－ 62：28．5クビ 104．0�
815 シングンハート 牝3黒鹿54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 442＋ 22：28．71	 207．0�
35 メイショウジザイ 牡3鹿 56 内田 博幸松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 508＋102：29．02 65．1�
713 ユイノオールマイト 牡3鹿 56 戸崎 圭太由井健太郎氏 尾関 知人 新ひだか 田湯牧場 498＋ 62：30．49 37．0�
612 ケイティパッション 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士瀧本 和義氏 小野 次郎 安平 ノーザンファーム 438＋122：30．5
 470．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，374，700円 複勝： 155，510，900円 枠連： 20，908，100円
馬連： 88，263，200円 馬単： 54，556，600円 ワイド： 68，263，300円
3連複： 124，452，300円 3連単： 199，584，500円 計： 759，913，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 240円 � 170円 枠 連（2－8） 370円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 350円 �� 290円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 4，320円

票 数

単勝票数 計 483747 的中 � 247901（1番人気）
複勝票数 計1555109 的中 � 1113461（1番人気）� 51052（5番人気）� 83985（3番人気）
枠連票数 計 209081 的中 （2－8） 42733（1番人気）
馬連票数 計 882632 的中 �� 82802（4番人気）
馬単票数 計 545566 的中 �� 42475（3番人気）
ワイド票数 計 682633 的中 �� 50914（4番人気）�� 66171（2番人気）�� 13372（12番人気）
3連複票数 計1244523 的中 ��� 59747（4番人気）
3連単票数 計1995845 的中 ��� 33483（8番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．7―12．8―12．8―12．6―12．5―12．5―12．5―11．4―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．5―37．2―50．0―1：02．8―1：15．4―1：27．9―1：40．4―1：52．9―2：04．3―2：15．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セントレオナード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2018．10．28 東京3着

2016．3．7生 牡3鹿 母 リリーオブザヴァレー 母母 Pennegale 5戦1勝 賞金 12，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 シングンハート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月2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。



15017 6月2日 曇 良 （1東京3） 第2日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時25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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

77 サ リ オ ス 牡2栗 54 D．レーン �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 534 ―1：37．1 3．2�
（豪）

11 アブソルティスモ 牡2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496 ―1：37．42 1．4�
55 オ ー ヴ ァ ル 牡2黒鹿54 松岡 正海島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 502 ―1：38．67 24．1�
88 エクメディノツルギ 牝2鹿 54 内田 博幸橋本慎太郎氏 深山 雅史 青森 有限会社

ラークヒルズ 436 ― 〃 ハナ 98．2�
33 アルトゥーロ 牡2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 424 ―1：38．7クビ 100．0	
22 セイカタチバナ 牡2栗 54 津村 明秀久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 460 ― 〃 ハナ 45．3

44 � カ ク シ ン 牡2黒鹿54 戸崎 圭太風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee Scucci,
Dividing Ridge Farm LLC &
Doug Smith

508 ―1：38．91� 8．7�
66 ニ ジ ノ ハ シ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 金成 貴史 むかわ 真壁 信一 436 ―1：39．96 75．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 64，513，600円 複勝： 83，861，600円 枠連： 発売なし
馬連： 60，885，400円 馬単： 55，420，700円 ワイド： 33，631，200円
3連複： 65，348，100円 3連単： 236，337，500円 計： 599，998，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 100円 � 100円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 110円 �� 310円 �� 260円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，770円

票 数

単勝票数 計 645136 的中 � 162909（2番人気）
複勝票数 計 838616 的中 � 120226（2番人気）� 604089（1番人気）� 30898（4番人気）
馬連票数 計 608854 的中 �� 304336（1番人気）
馬単票数 計 554207 的中 �� 90418（2番人気）
ワイド票数 計 336312 的中 �� 116798（1番人気）�� 18948（5番人気）�� 24182（4番人気）
3連複票数 計 653481 的中 ��� 108744（2番人気）
3連単票数 計2363375 的中 ��� 96371（5番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―13．0―12．7―12．5―11．4―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．3―38．3―51．0―1：03．5―1：14．9―1：25．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．6
3 1（5，6）2（4，7）3，8 4 1（5，6）2（4，7）（3，8）

勝馬の
紹 介

サ リ オ ス 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Lomitas 初出走

2017．1．23生 牡2栗 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

15018 6月2日 曇 良 （1東京3） 第2日 第6競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時55分 （芝・左）

牝；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 モ ー ベ ッ ト 牝2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 454 ―1：36．9 1．8�
55 ロジアイリッシュ 牝2鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492 ―1：37．22 2．7�
22 ビッククインバイオ 牝2栗 54 戸崎 圭太バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 ハナ 5．9�
33 ク ロ キ シ 牝2青鹿 54

51 ▲大塚 海渡門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 392 ―1：37．41 104．4�
77 ソ ヨ ギ 牝2青鹿54 吉田 豊海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 444 ―1：37．61� 35．2	
44 スリリングドリーム 牝2青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 442 ―1：37．7� 17．1

66 ソ ス ピ タ 牝2芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 422 ―1：37．8� 41．6�

（7頭）

売 得 金
単勝： 66，814，900円 複勝： 38，011，000円 枠連： 発売なし
馬連： 59，087，400円 馬単： 48，980，100円 ワイド： 31，167，300円
3連複： 64，382，400円 3連単： 214，809，000円 計： 523，252，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 120円 �� 150円 �� 150円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 740円

票 数

単勝票数 計 668149 的中 � 307027（1番人気）
複勝票数 計 380110 的中 � 119828（1番人気）� 117829（2番人気）
馬連票数 計 590874 的中 �� 201963（1番人気）
馬単票数 計 489801 的中 �� 93782（1番人気）
ワイド票数 計 311673 的中 �� 72626（1番人気）�� 46273（2番人気）�� 46137（3番人気）
3連複票数 計 643824 的中 ��� 206651（1番人気）
3連単票数 計2148090 的中 ��� 208137（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．3―12．8―13．1―11．8―11．4―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．6―49．4―1：02．5―1：14．3―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．4
3 ・（2，4）（3，7）6，5－1 4 ・（2，4）（3，7）（6，5）1

勝馬の
紹 介

モ ー ベ ッ ト �

父 オルフェーヴル �


母父 ファルブラヴ 初出走

2017．2．7生 牝2栗 母 アイムユアーズ 母母 セシルブルース 1戦1勝 賞金 7，000，000円



15019 6月2日 曇 良 （1東京3） 第2日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
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
1：33．8
1：33．3

重
良

815 ダイスアキャスト 牡3芦 54 C．ルメール �G1レーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－ 21：38．0 1．5�
612 セイヴァリアント 牡3黒鹿54 岩田 康誠金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 482＋ 61：38．21� 23．8�
510 シ ゲ ノ ブ 牡4黒鹿57 大野 拓弥玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 B514＋ 2 〃 ハナ 21．5�
36 � チェリートリトン 牡5芦 57

54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 490－ 41：38．41� 62．6�
11 クリスタロス 牡3黒鹿54 田辺 裕信吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 61：38．5クビ 24．9�
714 ポップアップスター 牡5青鹿57 M．デムーロ 	社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 522＋ 4 〃 クビ 4．7

24 シセイタケル 牡4栗 57 戸崎 圭太猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 464－ 81：38．71� 56．9�
48 ミッキーチャイルド 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 476－ 41：38．91� 85．4�
47 � ラ ン ボ シ 	5鹿 57 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 B492＋ 61：39．0クビ 262．9
35 ヴィーグリーズ 牡5鹿 57

55 △野中悠太郎	服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 470± 0 〃 ハナ 320．4�
59 ビレッジキング 	4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 B444＋ 61：39．1� 190．8�
23 オーシャンビュー 牡6鹿 57 武士沢友治冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 454＋ 4 〃 クビ 33．2�
12 ロージズキング 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B514＋ 61：39．2� 14．0�
611 セ グ ー ロ 牡3青鹿54 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 468－ 21：39．41� 12．8�
713 ミスタープリサイス 牡4黒鹿57 吉田 豊髙岸 順一氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 492± 01：39．5� 102．6�
816� ヒロノブシドウ 牡4黒鹿57 岩部 純二小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 508± 01：39．6クビ 74．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，320，300円 複勝： 97，869，000円 枠連： 28，994，000円
馬連： 107，866，100円 馬単： 61，731，200円 ワイド： 83，070，800円
3連複： 158，534，100円 3連単： 240，628，200円 計： 836，013，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 390円 � 410円 枠 連（6－8） 600円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 690円 �� 740円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 20，140円

票 数

単勝票数 計 573203 的中 � 299362（1番人気）
複勝票数 計 978690 的中 � 475965（1番人気）� 36304（5番人気）� 33932（8番人気）
枠連票数 計 289940 的中 （6－8） 37237（3番人気）
馬連票数 計1078661 的中 �� 53134（5番人気）
馬単票数 計 617312 的中 �� 23098（6番人気）
ワイド票数 計 830708 的中 �� 31974（5番人気）�� 29414（7番人気）�� 6612（28番人気）
3連複票数 計1585341 的中 ��� 16979（20番人気）
3連単票数 計2406282 的中 ��� 8660（59番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．0―12．5―12．6―12．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．2―47．7―1：00．3―1：12．9―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイスアキャスト �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．7．22 函館3着

2016．4．7生 牡3芦 母 ダイワオンディーヌ 母母 クリアースター 3戦2勝 賞金 14，300，000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 カシノウィング号

15020 6月2日 曇 良 （1東京3） 第2日 第8競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （芝・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
1：19．4
1：19．0

良
良

11 シセイタイガ 牡3青鹿54 三浦 皇成猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ
ファーム 442－ 61：21．0 12．6�

12 タイドオーバー 牝4黒鹿 55
53 △野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 440＋ 21：21．1� 9．7�

59 ユ ナ カ イ ト 牝3栗 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 ハナ 2．0�
47 サンディレクション 牡3鹿 54 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 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 6 〃 クビ 46．1�
48 レディードリー 牝3青鹿52 武士沢友治小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 428－161：21．31	 42．7	
714 アングレーム 牝4黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 454± 01：21．4クビ 6．6

612 キングドンドルマ 牡4青鹿 57

56 ☆横山 武史田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 468－ 4 〃 アタマ 52．6�
816 シャドウセッション 牡3鹿 54 岩田 康誠飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 508－ 61：21．5� 9．5�
611 ロカマドール 牝3鹿 52

49 ▲菅原 明良中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか 三石橋本牧場 436＋ 21：21．82 25．1
24 プレイズラン 牝4栗 55

54 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 456－ 6 〃 クビ 88．1�
35 ブルーアガヴェ 牡3黒鹿54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ

ファーム 440－ 6 〃 アタマ 7．6�
23 
 エンドゾーンダンス 牡4栗 57

56 ☆武藤 雅尾上 寿夫氏 中野 栄治 新冠 パカパカ
ファーム 456－ 51：21．9クビ 283．6�

817� フローラデマリポサ 牝5鹿 55 D．レーン 吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield B504＋ 41：22．11	 35．1�
（豪）

715 ミリオンゲーム 牝3栗 52
49 ▲藤田菜七子ドラゴンヒルズホースクラブ 奥村 武 安平 ノーザンファーム 416－121：22．2� 51．2�

818 タイキラトナンジュ 牡7鹿 57 丸田 恭介�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 462－ 4 〃 クビ 118．3�

713
 クリノハプスブルク 牡5鹿 57
56 ☆菊沢 一樹栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 454± 01：22．62� 333．2�

36 イランカラプテ 牝4栗 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 日高 坂東ファーム 424± 01：23．13 306．1�
510 ストライクショット 牝6鹿 55

52 ▲木幡 育也�イージス 石毛 善彦 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 クビ 168．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 59，781，700円 複勝： 85，582，800円 枠連： 33，402，400円
馬連： 131，608，600円 馬単： 58，976，400円 ワイド： 87，787，400円
3連複： 180，614，200円 3連単： 223，924，700円 計： 861，678，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 250円 � 220円 � 120円 枠 連（1－1） 4，230円

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 9，920円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 460円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 29，520円

票 数

単勝票数 計 597817 的中 � 37797（6番人気）
複勝票数 計 855828 的中 � 67964（6番人気）� 83535（5番人気）� 250455（1番人気）
枠連票数 計 334024 的中 （1－1） 6109（15番人気）
馬連票数 計1316086 的中 �� 22399（20番人気）
馬単票数 計 589764 的中 �� 4458（36番人気）
ワイド票数 計 877874 的中 �� 18709（12番人気）�� 50400（4番人気）�� 50239（5番人気）
3連複票数 計1806142 的中 ��� 48571（10番人気）
3連単票数 計2239247 的中 ��� 5499（86番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―11．9―11．1―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―47．1―58．2―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．9
3 5，7（2，6，11）（12，15）（1，9，17）（8，14，18）3（13，16）4，10 4 5，7（2，11）6（1，12，15）（9，17）（3，8，14）18（4，13，16）10

勝馬の
紹 介

シセイタイガ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 バ ゴ デビュー 2018．7．29 新潟3着

2016．2．14生 牡3青鹿 母 シセイカナタ 母母 シセイハルカ 10戦2勝 賞金 20，450，000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。



15021 6月2日 曇 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下）；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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 アンネリース 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 42：00．1 39．4�

22 コ ー カ ス 牡5鹿 57 福永 祐一ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506－ 2 〃 クビ 5．2�

55 バイオスパーク 牡4黒鹿57 戸崎 圭太宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 466－142：00．52� 9．4�
811 モンテグロッソ 牡4青鹿57 C．ルメールゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 22：00．71 3．3�
67 ジャーミネイト 牡5鹿 57 津村 明秀 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 62：00．91	 32．9	
44 フリージングレイン 牡5鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 524＋ 2 〃 クビ 12．6

79 ス ヴ ァ ル ナ 牡4黒鹿57 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 504＋ 42：01．11 5．0�
11 
 イ チ ダ イ 牡6鹿 57 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B542± 02：01．42 12．0�
78 ウインスラーヴァ 牡4鹿 57 内田 博幸�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 482－ 22：01．61� 38．2
66 エトルディーニュ 牡5青鹿57 柴山 雄一柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 484＋122：01．81 45．0�
810 ルヴォワール 牝5青鹿55 D．レーン �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 524－ 82：13．9大差 5．2�

（豪）

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，666，400円 複勝： 92，776，800円 枠連： 27，929，300円
馬連： 159，893，700円 馬単： 65，114，500円 ワイド： 92，161，600円
3連複： 199，535，400円 3連単： 274，566，900円 計： 975，644，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，940円 複 勝 � 760円 � 220円 � 310円 枠 連（2－3） 8，930円

馬 連 �� 8，630円 馬 単 �� 21，780円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 3，150円 �� 650円

3 連 複 ��� 15，270円 3 連 単 ��� 154，550円

票 数

単勝票数 計 636664 的中 � 12907（10番人気）
複勝票数 計 927768 的中 � 27004（9番人気）� 127593（4番人気）� 79604（6番人気）
枠連票数 計 279293 的中 （2－3） 2422（24番人気）
馬連票数 計1598937 的中 �� 14344（25番人気）
馬単票数 計 651145 的中 �� 2242（61番人気）
ワイド票数 計 921616 的中 �� 9620（24番人気）�� 7268（31番人気）�� 38502（6番人気）
3連複票数 計1995354 的中 ��� 9800（51番人気）
3連単票数 計2745669 的中 ��� 1288（430番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―12．2―12．6―12．8―12．2―11．6―11．1―10．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．5―37．7―50．3―1：03．1―1：15．3―1：26．9―1：38．0―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F44．8―3F33．2

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

勝馬の
紹 介

アンネリース �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Linamix デビュー 2016．7．23 福島2着

2014．5．31生 牝5鹿 母 マ ン バ ラ 母母 Do the Mambo 25戦4勝 賞金 67，966，000円
〔制裁〕 モンテグロッソ号の騎手C．ルメールは，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：9番）
〔その他〕 ルヴォワール号は，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。
※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2日 曇 良 （1東京3） 第2日 第10競走 ��
��1，400�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

510 ミッキーワイルド 牡4鹿 57 北村 友一野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：23．5 4．3�
611� サザンヴィグラス 牡4鹿 57 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 490＋ 21：24．24 28．0�
714 ハルクンノテソーロ 牡5黒鹿57 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 478± 0 〃 ハナ 8．2�
23 ド リ ュ ウ 牡4栗 57 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 440－ 2 〃 ハナ 6．8�
48 ルッジェーロ 牡4黒鹿57 武 豊村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B510± 0 〃 クビ 21．7	
816 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 57 岩田 康誠一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 458＋ 61：24．3	 108．2

24 � ワンダーアマービレ 牝5鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 452± 01：24．4クビ 46．0�
47 グロワールシチー 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 468＋ 6 〃 クビ 6．9�
815 タイセイプレシャス 
7栗 57 木幡 巧也田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 476± 0 〃 アタマ 147．0
35 ノーフィアー 牡5栗 57 三浦 皇成平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 494－ 61：24．5クビ 29．2�
36 テーオージーニアス 牡4鹿 57 C．ルメール 小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 21：24．71� 5．8�
59 ミックベンハー 牡4栗 57 津村 明秀�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 494－ 2 〃 同着 23．9�
612 メイショウヤクシマ 牡6栗 57 横山 典弘松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 474＋ 6 〃 ハナ 17．6�
713 エ テ ル ニ テ 牝4青鹿55 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 492± 01：25．44 8．9�
12 メガオパールカフェ 牡8栗 57 柴田 大知西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 538± 01：25．61 177．7�
11 アンティノウス 
5黒鹿57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 520－ 81：27．3大差 13．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，908，600円 複勝： 141，459，900円 枠連： 53，782，400円
馬連： 250，475，500円 馬単： 88，863，700円 ワイド： 150，070，900円
3連複： 356，597，500円 3連単： 400，035，900円 計： 1，523，194，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 690円 � 250円 枠 連（5－6） 2，310円

馬 連 �� 8，680円 馬 単 �� 13，520円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 730円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 20，340円 3 連 単 ��� 126，810円

票 数

単勝票数 計 819086 的中 � 149828（1番人気）
複勝票数 計1414599 的中 � 239832（1番人気）� 42626（11番人気）� 147949（4番人気）
枠連票数 計 537824 的中 （5－6） 18011（11番人気）
馬連票数 計2504755 的中 �� 22348（35番人気）
馬単票数 計 888637 的中 �� 4927（57番人気）
ワイド票数 計1500709 的中 �� 14602（34番人気）�� 55928（6番人気）�� 10320（48番人気）
3連複票数 計3565975 的中 ��� 13148（77番人気）
3連単票数 計4000359 的中 ��� 2287（451番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．2―12．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．2―47．4―59．5―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーワイルド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2017．12．3 中京1着

2015．2．4生 牡4鹿 母 ワイルドラズベリー 母母 ディアアドマイヤ 12戦4勝 賞金 65，460，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 アンティノウス号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 アンティノウス号は，発走調教再審査。
※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 アメリカンファクト号

１レース目 ３レース目



15023 6月2日 曇 良 （1東京3） 第2日 第11競走
第69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 110，000，000円 44，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000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

1：30．5
1：30．5
1：31．3

良
良
良

35 インディチャンプ 牡4鹿 58 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470± 01：30．9 19．2�
12 アエロリット 牝5芦 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 クビ 12．5�
714 アーモンドアイ 牝4鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484 〃 ハナ 1．7�
36 グァンチャーレ 牡7青鹿58 松岡 正海松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 472± 01：31．11� 103．3�
24 サングレーザー 牡5青鹿58 岩田 康誠�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 486－ 2 〃 ハナ 26．9	
47 	 モズアスコット 牡5栗 58 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer

Wind Farm 488－ 81：31．2クビ 35．4

11 ケイアイノーテック 牡4鹿 58 幸 英明亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 466－ 41：31．3� 64．5�
48 ステルヴィオ 牡4鹿 58 D．レーン �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486＋ 8 〃 ハナ 21．4�

（豪）

816 ロ ジ ク ラ イ 牡6黒鹿58 武 豊久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512－ 21：31．4� 70．5
713 ペルシアンナイト 牡5黒鹿58 M．デムーロ�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 494± 01：31．82� 36．2�
23 
 サクラアンプルール 牡8栗 58 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 486＋ 21：31．9� 203．5�
612 ロードクエスト 牡6鹿 58 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 464± 0 〃 ハナ 278．7�
59 スマートオーディン 牡6黒鹿58 池添 謙一大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 500－ 41：32．0� 73．7�
510	 フィアーノロマーノ 牡5鹿 58 北村 友一吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 544＋ 41：32．1� 39．3�
611 エントシャイデン 牡4芦 58 田辺 裕信前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 21：32．2� 178．9�
815 ダノンプレミアム 牡4青鹿58 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 41：32．94 3．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 1，173，442，800円 複勝： 848，838，800円 枠連： 527，059，800円 馬連： 2，395，703，000円 馬単： 1，365，254，300円
ワイド： 1，327，509，900円 3連複： 4，144，944，800円 3連単： 8，673，323，300円 5重勝： 585，058，100円 計： 21，041，134，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 290円 � 240円 � 110円 枠 連（1－3） 4，010円

馬 連 �� 5，670円 馬 単 �� 13，660円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 600円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 43，720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����� 7，727，180円

票 数

単勝票数 計11734428 的中 � 488691（4番人気）
複勝票数 計8488388 的中 � 506860（4番人気）� 653831（3番人気）� 3217969（1番人気）
枠連票数 計5270598 的中 （1－3） 101651（14番人気）
馬連票数 計23957030 的中 �� 326971（16番人気）
馬単票数 計13652543 的中 �� 74947（35番人気）
ワイド票数 計13275099 的中 �� 218546（15番人気）�� 569178（4番人気）�� 764978（2番人気）
3連複票数 計41449448 的中 ��� 841021（8番人気）
3連単票数 計86733233 的中 ��� 143822（118番人気）
5重勝票数 計5850581 的中 ����� 53

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．3―11．2―11．1―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．5―45．8―57．0―1：08．1―1：19．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．9
3 2－6－16（5，12）7（4，11）（10，15）（3，14）（1，9）8，13 4 2，6－16，12，5，7（4，11）（10，14，15）（3，1，9）8－13

勝馬の
紹 介

インディチャンプ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．28 阪神1着

2015．2．21生 牡4鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 10戦6勝 賞金 231，120，000円
〔発走状況〕 ロジクライ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔制裁〕 ロジクライ号の騎手武豊は，発走後に内側に斜行したことについて令和元年6月8日の騎乗を停止。（被害馬：15番・14番・13

番・12番）
〔調教再審査〕 ロジクライ号は，発走調教再審査。
※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2日 曇 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下）；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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

11 ゴルトマイスター 牡3栗 54 武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 568＋ 21：36．5 2．6�

612 オンザロックス 牡6鹿 57 D．レーン 稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント
ファーム 486＋ 21：37．24 4．7�

（豪）

816 エングローサー 牡4鹿 57 戸崎 圭太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 498± 01：37．41� 6．4�
713 ダイワインパルス 牡7鹿 57 菊沢 一樹大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B480－101：37．61	 114．6�
815 イ ベ リ ア 牡4黒鹿57 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 488＋ 41：37．92 15．3�
611 ビービーガウディ 牡5栗 57 岩田 康誠	坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 474－ 21：38．21	 13．6

35 オールウェイズゼア 牡5黒鹿57 野中悠太郎グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 480± 0 〃 クビ 109．4�
24 サンチェサピーク 牡5黒鹿57 M．デムーロ �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 542＋ 61：38．3クビ 4．4�
714 リ ア リ ス ト 牡6鹿 57 津村 明秀吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B482－ 4 〃 ハナ 27．1
23 フラワーストリーム 
4鹿 57 三浦 皇成花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B460－ 21：38．51� 24．4�
510 キクノウェスター 牡4鹿 57 幸 英明菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 矢野牧場 492± 0 〃 クビ 169．6�
36 ランバージャック 牡5栗 57 勝浦 正樹前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 81：38．6クビ 113．4�
59 ヤマイチジャスティ 牝6鹿 55 江田 照男菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 490＋ 21：39．02	 132．9�
47 ヴァルディノート 牡4黒鹿57 北村 友一 	キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋141：39．1� 49．4�
48 バンパークロップ 牝5栗 55 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 404－ 21：39．52	 115．9�
12 カゼノドリーム 
7鹿 57 丸田 恭介深井 孟氏 石栗 龍彦 新ひだか 水上 習孝 B462＋ 91：39．71� 289．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 167，364，400円 複勝： 183，566，600円 枠連： 89，621，100円
馬連： 347，201，300円 馬単： 146，206，500円 ワイド： 229，011，100円
3連複： 518，947，600円 3連単： 751，096，900円 計： 2，433，015，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 160円 � 170円 枠 連（1－6） 590円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 370円 �� 450円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 4，820円

票 数

単勝票数 計1673644 的中 � 502240（1番人気）
複勝票数 計1835666 的中 � 382148（1番人気）� 288450（2番人気）� 260073（4番人気）
枠連票数 計 896211 的中 （1－6） 115988（1番人気）
馬連票数 計3472013 的中 �� 349066（2番人気）
馬単票数 計1462065 的中 �� 89965（2番人気）
ワイド票数 計2290111 的中 �� 165689（3番人気）�� 129085（4番人気）�� 118194（5番人気）
3連複票数 計5189476 的中 ��� 251013（2番人気）
3連単票数 計7510969 的中 ��� 112784（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．1―36．4―48．6―1：00．9―1：13．1―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴルトマイスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．10．20 京都1着

2016．2．18生 牡3栗 母 ナスケンアイリス 母母 オブザーヴァント 5戦3勝 賞金 34，292，000円
〔制裁〕 ビービーガウディ号の騎手岩田康誠は，3コーナーでの御法（内柵に接触した）について戒告。（被害馬：7番）
※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 カタナ号・クリノヴィクトリア号
※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。

５レース目



（1東京3）第2日 6月2日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

395，320，000円
5，180，000円
22，970，000円
6，310，000円
48，600，000円
9，000，000円
70，659，500円
4，975，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
1，895，603，600円
1，911，072，600円
841，697，000円
3，857，781，700円
2，068，181，000円
2，283，455，700円
6，178，469，900円
11，644，888，600円
585，058，100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 31，266，208，200円

総入場人員 74，008名 （有料入場人員 70，433名）
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