
15049 6月15日 雨 不良 （1東京3） 第5日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走10時10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
1：21．2
1：20．3

良
良

44 ミャゴラーレ 牡2鹿 54
52 △野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 504＋ 41：24．3 11．4�

77 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± 0 〃 クビ 1．2�

22 コパノビアンカ 牝2青鹿 54
51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 林 徹 新冠 武田牧場 424± 01：24．72� 19．3�

88 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 440＋ 41：25．02 13．0�
89 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 B478＋ 21：25．1� 26．7�
33 コスモシークレット 牡2栗 54 宮崎 北斗 �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± 01：25．31� 57．2�
11 ハ デ ィ ア 牡2鹿 54 丸山 元気�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 436± 01：25．72� 8．8�
66 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 454－ 61：26．01� 17．4�
55 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± 01：27．48 92．4�
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売 得 金
単勝： 32，174，500円 複勝： 115，072，400円 枠連： 8，038，800円
馬連： 42，842，600円 馬単： 34，485，800円 ワイド： 32，990，100円
3連複： 55，053，500円 3連単： 132，571，800円 計： 453，229，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 210円 � 110円 � 300円 枠 連（4－7） 560円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，350円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 17，570円

票 数

単勝票数 計 321745 的中 � 23726（3番人気）
複勝票数 計1150724 的中 � 37760（4番人気）� 901695（1番人気）� 22398（6番人気）
枠連票数 計 80388 的中 （4－7） 11094（3番人気）
馬連票数 計 428426 的中 �� 61407（3番人気）
馬単票数 計 344858 的中 �� 11798（9番人気）
ワイド票数 計 329901 的中 �� 35617（3番人気）�� 5428（17番人気）�� 20048（5番人気）
3連複票数 計 550535 的中 ��� 20809（11番人気）
3連単票数 計1325718 的中 ��� 5470（55番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．2―12．5―11．7―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―36．2―48．7―1：00．4―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．6
3 2，3，8（1，4）7，9（5，6） 4 2，3，8（1，4，7）（5，9，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミャゴラーレ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2019．6．1 東京10着

2017．3．18生 牡2鹿 母 アドマイヤイチ 母母 タガノアイリス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニジノハシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月15日まで平地競走に

出走できない。

15050 6月15日 雨 不良 （1東京3） 第5日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時40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

610 アサクサマヤ 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子蛭田 素子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 482－ 21：39．2 14．7�

59 サイファリス 牝3黒鹿54 田辺 裕信水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 436－ 21：39．3� 4．8�
46 ワンダーマンボ 牝3黒鹿54 D．レーン 草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋ 61：39．4クビ 1．5�

（豪）

11 フォーアネーム 牝3鹿 54 三浦 皇成 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 61：39．5� 13．6�
815 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 424＋ 21：39．6� 24．8�
35 ジューンバラード 牝3青鹿54 内田 博幸吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 426± 01：40．34 20．5�
34 マジックブルーム 牝3鹿 54 津村 明秀村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 484± 0 〃 クビ 90．0�
611 レ プ ト ン 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 420 ―1：40．51� 15．1�
58 カ リ ナ ン 牝3青鹿54 戸崎 圭太寺田 寿男氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 406＋ 61：40．92� 20．5�
47 サニーフラッシュ 牝3黒鹿54 江田 照男陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 422－ 21：41．43 179．4�
713 ヤマニンマンダリン 牝3鹿 54 宮崎 北斗土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 440 ―1：41．5� 187．8�
814 ウジラーサン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也瀬谷 �雄氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 430－ 21：42．03 269．9�
22 ヴェルサイユコート 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也西田 順彦氏 伊藤 伸一 新ひだか 佐藤 勝秀 408＋ 21：42．31� 132．8�
23 ロンギングエレン 牝3鹿 54 石橋 脩坂本 浩一氏 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 476－ 81：43．25 27．4�

（14頭）
712 ブラーミスト 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，258，300円 複勝： 119，858，600円 枠連： 13，713，800円
馬連： 54，159，100円 馬単： 35，670，500円 ワイド： 46，072，600円
3連複： 79，965，700円 3連単： 126，525，200円 計： 508，223，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 190円 � 130円 � 110円 枠 連（5－6） 1，470円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 7，320円

ワ イ ド �� 650円 �� 330円 �� 160円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 14，350円

票 数

単勝票数 差引計 322583（返還計 91） 的中 � 17515（4番人気）
複勝票数 差引計1198586（返還計 127） 的中 � 41447（4番人気）� 86250（2番人気）� 895441（1番人気）
枠連票数 差引計 137138（返還計 5 ） 的中 （5－6） 7228（5番人気）
馬連票数 差引計 541591（返還計 529） 的中 �� 12956（10番人気）
馬単票数 差引計 356705（返還計 221） 的中 �� 3653（20番人気）
ワイド票数 差引計 460726（返還計 616） 的中 �� 14136（10番人気）�� 32478（3番人気）�� 95701（1番人気）
3連複票数 差引計 799657（返還計 1377） 的中 ��� 68274（2番人気）
3連単票数 差引計1265252（返還計 1534） 的中 ��� 6391（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．1―49．0―1：01．9―1：14．6―1：27．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アサクサマヤ �

父 アサクサキングス �


母父 Private Account デビュー 2018．10．20 東京17着

2016．2．14生 牝3鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia 7戦1勝 賞金 6，750，000円
〔競走除外〕 ブラーミスト号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔制裁〕 レプトン号の騎手丸山元気は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※ヴェルサイユコート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

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

追 加 記 事（第 3回東京競馬第 4日第 2競走）
〔その他〕　　シゲルレッドダイヤ号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕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。

―



15051 6月15日 雨 不良 （1東京3） 第5日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 アイムソーグレイト 牡3栗 56 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 458＋ 21：26．3 2．0�
23 ダイユウドナテラ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士大友 靖岐氏 松永 康利 日高 幾千世牧場 440＋121：26．51� 50．3�
712 ロンリーウェイ 牡3青鹿56 井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 478－ 61：26．71 5．7�
815 カシノブレンド �3芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 442－ 21：26．8� 17．0�
610 ア ニ マ ー ト �3黒鹿 56

54 △野中悠太郎ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B512＋ 61：26．9クビ 19．3�

11 モリトシュン 牡3青鹿56 内田 博幸石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B480＋ 4 〃 クビ 10．5�
34 ピスタロッソ 牡3栗 56 江田 照男酒井 喜生氏 矢野 英一 むかわ 桑原牧場 488－ 4 〃 ハナ 5．4�
713 レ チ ク ル 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大 �ジェネラルレーシング 中野 栄治 新冠 飯島 功典 460－101：28．28 152．5�
814 チェスナットバレー 牡3鹿 56 津村 明秀大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 アタマ 48．5�
59 チェリーアトラス 牡3芦 56

53 ▲大塚 海渡櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 496＋ 2 〃 アタマ 15．1�
47 ジョグジャカルタ 牡3青鹿 56

55 ☆菊沢 一樹丸山 担氏 小島 茂之 日高 宝寄山 忠則 B452－ 41：28．3� 80．3�
35 ラルムエトワール 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 81：28．61� 13．2�

（12頭）
22 シャドーバンキング 牡3鹿 56 田中 勝春田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 000 （競走除外）

46 サトノジョニー 牡3栗 56
55 ☆木幡 巧也 �サトミホースカンパニー 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 000 （競走除外）

58 メ ン デ ィ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，800，700円 複勝： 39，778，500円 枠連： 13，234，100円
馬連： 48，639，300円 馬単： 27，437，000円 ワイド： 35，771，500円
3連複： 63，659，300円 3連単： 92，647，500円 計： 349，967，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 900円 � 160円 枠 連（2－6） 6，850円

馬 連 �� 6，510円 馬 単 �� 9，990円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 260円 �� 3，730円

3 連 複 ��� 9，980円 3 連 単 ��� 48，880円

票 数

単勝票数 差引計 288007（返還計 2474） 的中 � 112066（1番人気）
複勝票数 差引計 397785（返還計 2948） 的中 � 113470（1番人気）� 6905（10番人気）� 64355（2番人気）
枠連票数 差引計 132341（返還計 63） 的中 （2－6） 1497（19番人気）
馬連票数 差引計 486393（返還計 12510） 的中 �� 5783（21番人気）
馬単票数 差引計 274370（返還計 4477） 的中 �� 2058（34番人気）
ワイド票数 差引計 357715（返還計 7672） 的中 �� 4487（23番人気）�� 42636（1番人気）�� 2178（33番人気）
3連複票数 差引計 636593（返還計 22994） 的中 ��� 4780（34番人気）
3連単票数 差引計 926475（返還計 35513） 的中 ��� 1374（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．4―49．5―1：02．0―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイムソーグレイト �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．4．6 中山9着

2016．4．6生 牡3栗 母 スイングサンデー 母母 スイングバイ 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔競走除外〕 シャドーバンキング号・サトノジョニー号・メンディ号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 チェスナットバレー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月15日まで平地競走に出走

できない。
※チェスナットバレー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

15052 6月15日 雨
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（1東京3） 第5日 第4競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利

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
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 ウ ル ラ ー レ 牡5栗 60 石神 深一�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋143：33．4 5．7�

69 セ ネ ッ テ ィ 牡6鹿 60 植野 貴也 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 506＋ 2 〃 クビ 6．5�
46 オースミベリル 牡5栗 60 熊沢 重文�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 474－ 43：34．03� 19．5�
11 ユイノシンドバッド 牡4青鹿60 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 508＋ 23：34．42� 6．1�
58 トゥルーハート �6黒鹿60 白浜 雄造 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 460－ 43：36．010 4．9�
712 スリーミュージアム 牡6鹿 60 伊藤 工真永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 432－123：36．85 86．5�
814 エ イ ム �6青鹿60 金子 光希ライオンレースホース� 根本 康広 日高 モリナガファーム 472＋123：37．75 117．1�
34 ラインマッシモ 牡4栗 60 草野 太郎大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 472－ 23：38．33� 54．3�
45 クリノバルテュス 牡4鹿 60 蓑島 靖典栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 508＋24 〃 クビ 119．1�
610 ハイドロフォイル �6鹿 60 西谷 誠 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 494－ 43：38．72� 14．4�
711 テイエムコンドル 牡8鹿 60 五十嵐雄祐竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 474＋ 43：43．0大差 3．7�
33 ディライトラッシュ 牡5鹿 60 小野寺祐太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 504＋10 （競走中止） 68．5�
813 メイクアップ 牡8栗 60 平沢 健治岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 484－12 （競走中止） 8．8�

（13頭）
22 マインシャッツ 牡6栗 60 難波 剛健吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，916，100円 複勝： 32，422，800円 枠連： 13，770，400円
馬連： 43，665，300円 馬単： 24，169，500円 ワイド： 29，492，700円
3連複： 63，359，800円 3連単： 81，925，400円 計： 311，722，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 220円 � 500円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，860円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 12，260円 3 連 単 ��� 55，040円

票 数

単勝票数 差引計 229161（返還計 299） 的中 � 31827（3番人気）
複勝票数 差引計 324228（返還計 325） 的中 � 47600（2番人気）� 41979（4番人気）� 13886（8番人気）
枠連票数 差引計 137704（返還計 290） 的中 （5－6） 16030（2番人気）
馬連票数 差引計 436653（返還計 1045） 的中 �� 15289（11番人気）
馬単票数 差引計 241695（返還計 716） 的中 �� 4687（17番人気）
ワイド票数 差引計 294927（返還計 941） 的中 �� 11224（8番人気）�� 3960（25番人気）�� 5381（20番人気）
3連複票数 差引計 633598（返還計 4218） 的中 ��� 3876（45番人気）
3連単票数 差引計 819254（返還計 6916） 的中 ��� 1079（213番人気）
上り 1マイル 1：51．2 4F 53．5－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウ ル ラ ー レ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Monsun デビュー 2016．9．4 新潟9着

2014．1．13生 牡5栗 母 ウ ミ ラ ー ジ 母母 Ungarin 障害：11戦1勝 賞金 22，640，000円
〔競走除外〕 マインシャッツ号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔競走中止〕 メイクアップ号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。

ディライトラッシュ号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アンヴェイルド号・ファントムグレイ号・フロリアヌス号

―
―
―

―



15053 6月15日 雨 不良 （1東京3） 第5日 第5競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時30分 （ダート・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
1：23．1
1：23．0

重
重

23 ヴィンカマヨール 牡2芦 54 石橋 脩 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 470 ―1：27．2 38．8�
816 エストラード 牡2黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 466 ―1：27．52 19．0�
59 フジノヤマテソーロ 牡2栗 54 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 前田牧場 476 ―1：27．82 35．1�
47 サトノアレックス 牡2栗 54 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 482 ―1：27．9クビ 3．4�
612 ダ ウ ラ ギ リ 牡2芦 54 杉原 誠人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 470 ―1：28．21� 23．0�
815 アベックフォルス 牡2鹿 54

52 △野中悠太郎田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 482 ― 〃 クビ 106．3�
714 マイネルアストリア 牡2鹿 54 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―1：28．3� 52．4�
713 コパノラクラク 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 谷岡牧場 430 ―1：28．51� 55．8�
48 スズカコーズマンボ 牡2鹿 54 三浦 皇成永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456 ―1：29．13� 19．6�
11 ラグリマスネグラス 牡2栗 54 D．レーン 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 飛野牧場 540 ―1：29．84 4．0�

（豪）

611 コスモリモーネ 牡2栗 54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 478 ―1：30．01� 66．4�
35 マイネルワルツ 牡2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 426 ―1：30．63� 9．0�
36 キメラヴェリテ 牡2黒鹿54 津村 明秀加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512 ―1：30．7� 5．1�
12 モ ッ チ リ 牡2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 484 ―1：30．8� 106．7�
24 コパノリッチマン 牡2栃栗54 田辺 裕信小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 前谷 武志 508 ―1：31．22� 14．8

（15頭）
510 アキノスマート 牡2鹿 54 横山 典弘穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 000 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，798，700円 複勝： 53，453，700円 枠連： 20，529，400円
馬連： 68，581，400円 馬単： 33，004，100円 ワイド： 50，654，000円
3連複： 90，834，600円 3連単： 106，400，000円 計： 473，255，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，880円 複 勝 � 1，150円 � 510円 � 830円 枠 連（2－8） 6，160円

馬 連 �� 46，410円 馬 単 �� 103，560円

ワ イ ド �� 11，290円 �� 9，500円 �� 4，290円

3 連 複 ��� 257，070円 3 連 単 ��� 2，030，000円

票 数

単勝票数 差引計 497987（返還計 378） 的中 � 10863（10番人気）
複勝票数 差引計 534537（返還計 261） 的中 � 11844（10番人気）� 29077（7番人気）� 16738（9番人気）
枠連票数 差引計 205294（返還計 33） 的中 （2－8） 2582（23番人気）
馬連票数 差引計 685814（返還計 1308） 的中 �� 1145（73番人気）
馬単票数 差引計 330041（返還計 387） 的中 �� 239（155番人気）
ワイド票数 差引計 506540（返還計 949） 的中 �� 1154（79番人気）�� 1373（71番人気）�� 3066（46番人気）
3連複票数 差引計 908346（返還計 3308） 的中 ��� 265（333番人気）
3連単票数 差引計1064000（返還計 4326） 的中 ��� 38（2066番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―36．3―49．6―1：02．4―1：14．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィンカマヨール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Bernardini 初出走

2017．5．14生 牡2芦 母 カラヴィンカ 母母 Tap Your Heels 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 アキノスマート号は，競馬の公正確保のため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ヴィッセンシャウト号・エースヲネラエ号・コウユーユメヲノセ号・サザンレインボー号・サナチャン号・タチ号・

フルデプスリーダー号・レイクマッジョーレ号
※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。

15054 6月15日 雨 不良 （1東京3） 第5日 第6競走 ��2，100�3歳未勝利
発走13時00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

55 スタンサンセイ 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 538－102：12．7 11．4�
22 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 478－10 〃 ハナ 3．5�
89 ジェイケイエース 牡3鹿 56 戸崎 圭太小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 528－ 22：12．91 1．8�
77 ミエノカムカム 牡3鹿 56 津村 明秀里見美惠子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 B442＋ 22：13．22 35．9�
66 ア ス テ ィ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 454－ 62：13．83� 6．5�
78 コットンスノー �3芦 56 内田 博幸保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 478－ 22：13．9� 30．4�
11 フォースキャリア 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462－162：14．53� 31．4�
44 ソルダートダズル 牡3青鹿56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 B476＋ 22：14．71� 17．0�
33 ナ グ ラ ー ダ 牡3芦 56

53 ▲大塚 海渡広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 460± 02：15．55 62．8�
810 タイセイグリード 牡3栗 56

54 △野中悠太郎田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B446－ 62：16．77 32．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 35，494，100円 複勝： 38，109，100円 枠連： 10，254，900円
馬連： 56，579，700円 馬単： 34，228，700円 ワイド： 36，833，900円
3連複： 68，185，300円 3連単： 129，972，400円 計： 409，658，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 150円 � 120円 � 110円 枠 連（2－5） 2，230円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 440円 �� 330円 �� 150円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 8，440円

票 数

単勝票数 計 354941 的中 � 24799（4番人気）
複勝票数 計 381091 的中 � 39961（4番人気）� 65599（2番人気）� 155738（1番人気）
枠連票数 計 102549 的中 （2－5） 3554（8番人気）
馬連票数 計 565797 的中 �� 24372（6番人気）
馬単票数 計 342287 的中 �� 6352（14番人気）
ワイド票数 計 368339 的中 �� 17148（6番人気）�� 24919（3番人気）�� 81851（1番人気）
3連複票数 計 681853 的中 ��� 62714（2番人気）
3連単票数 計1299724 的中 ��� 11163（27番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．8―12．5―12．4―12．9―13．3―13．0―12．6―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．4―31．2―43．7―56．1―1：09．0―1：22．3―1：35．3―1：47．9―2：00．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スタンサンセイ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．2．17 東京8着

2016．4．18生 牡3鹿 母 アステリオン 母母 フサイチエアデール 2戦1勝 賞金 5，000，000円

追 加 記 事（第 3回東京競馬第 4日第 3競走）
〔その他〕　　ムーンシェイプト号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕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。

―



15055 6月15日 雨 不良 （1東京3） 第5日 第7競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走13時30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 ショウナンアオゾラ 牡3黒鹿56 田辺 裕信�湘南 大竹 正博 新冠 ムラカミファーム 464＋ 81：37．3 14．8�
23 アイコニック 牝3鹿 54 三浦 皇成合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 三嶋牧場 440－ 81：37．51� 23．2�
59 リーピングリーズン 牝3青鹿54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 480± 01：38．24 24．8�

713 コスモエスパーダ 牡3青 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 静内酒井牧場 468＋ 61：38．41� 13．4�
510 カフェシュヴァルツ 牡3黒鹿 56

54 △野中悠太郎西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 B454－ 6 〃 アタマ 11．6�
816 ワイルドタッチ 牝3栗 54 内田 博幸�キヨタケ牧場 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 B458± 01：38．5� 10．8�
11 テンペスタージ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 450－ 41：38．6� 6．3�
815 ソルドラード 牡3鹿 56 D．レーン �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 512＋261：39．02� 1．8�

（豪）

12 ヴィーヴァステラ 牝3鹿 54 丸山 元気芹澤 精一氏 伊藤 伸一 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 458＋ 41：39．21 48．6�

48 ミ カ エ ラ 牝3黒鹿54 伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 416＋ 41：39．52 77．4�
24 ダイゴリュウ 牡3青鹿56 武士沢友治長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 464＋101：39．71� 82．2�
714 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 430＋ 21：39．8クビ 15．0�
47 グランパルトネール 牝3鹿 54 嘉藤 貴行鈴木 真氏 清水 英克 浦河 高岸 順一 450－ 2 〃 クビ 230．5�
611 ルナハーモニー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 428＋121：39．9� 117．5�
612 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 508＋ 21：40．11 96．9�
（15頭）

35 アウトストリップ 牝3青 54
53 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 松木 加代 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，622，400円 複勝： 67，462，200円 枠連： 21，709，800円
馬連： 79，007，600円 馬単： 42，375，000円 ワイド： 57，654，300円
3連複： 108，075，700円 3連単： 150，934，500円 計： 576，841，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 580円 � 580円 � 680円 枠 連（2－3） 10，720円

馬 連 �� 8，940円 馬 単 �� 20，340円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 2，940円 �� 3，460円

3 連 複 ��� 50，620円 3 連 単 ��� 309，990円

票 数

単勝票数 差引計 496224（返還計 77） 的中 � 26738（6番人気）
複勝票数 差引計 674622（返還計 20） 的中 � 30738（8番人気）� 30750（7番人気）� 25703（9番人気）
枠連票数 差引計 217098（返還計 3 ） 的中 （2－3） 1569（21番人気）
馬連票数 差引計 790076（返還計 192） 的中 �� 6844（30番人気）
馬単票数 差引計 423750（返還計 138） 的中 �� 1562（62番人気）
ワイド票数 差引計 576543（返還計 111） 的中 �� 6310（30番人気）�� 5061（34番人気）�� 4281（39番人気）
3連複票数 差引計1080757（返還計 600） 的中 ��� 1601（124番人気）
3連単票数 差引計1509345（返還計 958） 的中 ��� 353（678番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．6―12．7―11．8―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．6―48．2―1：00．9―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4F49．1―3F36．4
3 14，6（4，13）（9，12）2（3，10）1（7，11）16（8，15） 4 14（6，13）4（9，12）（2，3，10）1，7（16，11）15，8

勝馬の
紹 介

ショウナンアオゾラ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．12．9 中山5着

2016．4．19生 牡3黒鹿 母 ショウナンマハ 母母 フェアノータム 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔競走除外〕 アウトストリップ号は，競馬の公正確保のため競走除外。
※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 ヴェルサイユコート号
※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。

15056 6月15日 雨 不良 （1東京3） 第5日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走14時00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
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 � コールドターキー 牡4栗 57 三浦 皇成薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 B456－ 21：24．1 6．0�
11 ココロノイコロ 牡4黒鹿57 柴田 善臣海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 450± 01：24．31� 36．3�
59 � クリップスプリンガ 牡5鹿 57 戸崎 圭太山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 450± 01：24．61� 5．5�
713 アースビヨンド 牡4黒鹿57 大野 拓弥前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 506－121：24．7� 29．6�
47 ナムラカメタロー 牡3黒鹿54 柴田 大知奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 496＋ 6 〃 ハナ 32．2�
815 ブラックアウト 牡3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �エクワインレーシング 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 476＋ 41：24．91� 39．0�
714 クインズラミントン 牡5鹿 57 D．レーン 亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 4 〃 ハナ 5．9�

（豪）

510 ネオブレイブ 牡3栗 54 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 496＋ 21：25．0� 7．9�
23 グラデュエイト 牡4青鹿57 江田 照男阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 506－ 4 〃 クビ 40．6�
36 トピアリスト 牝3栗 52

51 ☆菊沢 一樹�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 440＋ 61：25．85 88．3�
35 � スズカアポロ 牡8黒鹿57 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B478± 01：26．11� 45．8�
12 ホウオウモントレー 牝3芦 52 丸山 元気小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 B500± 01：26．52� 6．2�
24 プ タ ハ 牡4鹿 57 内田 博幸髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B526－ 21：27．67 4．5�
611 ラブヴィサージュ 牝3栗 52 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 458＋ 61：28．45 50．1�
816� フ ロ イ デ �4栗 57

54 ▲山田 敬士岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B492－ 41：28．82� 27．2�

（15頭）
612 オルクリスト 牡3鹿 54 横山 典弘�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，970，200円 複勝： 73，042，300円 枠連： 25，483，800円
馬連： 95，311，000円 馬単： 40，330，800円 ワイド： 70，888，800円
3連複： 131，090，100円 3連単： 148，778，600円 計： 628，895，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 670円 � 190円 枠 連（1－4） 1，470円

馬 連 �� 12，660円 馬 単 �� 20，280円

ワ イ ド �� 3，520円 �� 490円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 17，160円 3 連 単 ��� 102，530円

票 数

単勝票数 差引計 439702（返還計 1272） 的中 � 57721（4番人気）
複勝票数 差引計 730423（返還計 951） 的中 � 110759（3番人気）� 21712（8番人気）� 111382（2番人気）
枠連票数 差引計 254838（返還計 25） 的中 （1－4） 13384（8番人気）
馬連票数 差引計 953110（返還計 4375） 的中 �� 5834（42番人気）
馬単票数 差引計 403308（返還計 1674） 的中 �� 1491（64番人気）
ワイド票数 差引計 708888（返還計 3060） 的中 �� 4921（46番人気）�� 40431（1番人気）�� 5987（25番人気）
3連複票数 差引計1310901（返還計 9646） 的中 ��� 5729（46番人気）
3連単票数 差引計1487786（返還計 11875） 的中 ��� 1052（282番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．2―12．3―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．6―58．9―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コールドターキー 
�
父 ジャングルポケット 

�
母父 タニノギムレット

2015．4．23生 牡4栗 母 ドライブマイカー 母母 マッキーマイハート 13戦1勝 賞金 16，150，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走除外〕 オルクリスト号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔制裁〕 ナムラカメタロー号の騎手柴田大知は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）
〔その他〕 プタハ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブヴィサージュ号・フロイデ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月15日

まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 プタハ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年7月15日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 3頭 シキシマ号・ダテノライトニング号・ヒロノブシドウ号
※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。

―

―



15057 6月15日 雨 不良 （1東京3） 第5日 第9競走 ��
��2，400�

い な ぎ

稲 城 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53�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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

89 オセアグレイト 牡3鹿 53 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 488＋ 22：33．9 3．8�
44 ゴットフルール 牝3鹿 51 横山 典弘後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 472－ 62：34．11� 6．2�
77 キタサンバルカン 牡3鹿 53 戸崎 圭太�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 432－ 42：34．52� 1．7�
78 ルーラーキング 牡5鹿 57 津村 明秀宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 470± 02：35．03 41．6�
66 ロゼフェニックス 牡4黒鹿57 内田 博幸髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 438＋ 22：35．63� 28．1�
810 シゲルシイタケ 牡4鹿 57 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 456－ 22：36．13 14．7�
22 カ マ ク ラ 牝6黒鹿55 三浦 皇成市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470－ 22：36．84 19．1�
33 ダノンアポロン 牡4鹿 57 田辺 裕信�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 496＋ 42：37．11� 12．1�
55 デルマアブサン 牡4鹿 57 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 472＋ 42：40．2大差 139．3�

（9頭）
11 ツクバソヴァール 牡3黒鹿53 大野 拓弥細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 51，754，900円 複勝： 82，423，000円 枠連： 15，438，200円
馬連： 89，915，500円 馬単： 55，367，000円 ワイド： 53，903，200円
3連複： 109，752，200円 3連単： 239，522，100円 計： 698，076，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（4－8） 980円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 350円 �� 170円 �� 230円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 4，850円

票 数

単勝票数 差引計 517549（返還計 550） 的中 � 106306（2番人気）
複勝票数 差引計 824230（返還計 1037） 的中 � 110540（2番人気）� 79993（3番人気）� 452613（1番人気）
枠連票数 差引計 154382（返還計 352） 的中 （4－8） 12133（4番人気）
馬連票数 差引計 899155（返還計 2333） 的中 �� 57787（5番人気）
馬単票数 差引計 553670（返還計 1245） 的中 �� 17433（8番人気）
ワイド票数 差引計 539032（返還計 1602） 的中 �� 33054（5番人気）�� 94210（1番人気）�� 59357（2番人気）
3連複票数 差引計1097522（返還計 7642） 的中 ��� 168912（1番人気）
3連単票数 差引計2395221（返還計 13764） 的中 ��� 35775（15番人気）

ハロンタイム 13．5―12．6―13．8―13．7―13．3―13．1―12．8―12．7―12．5―11．8―11．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．5―26．1―39．9―53．6―1：06．9―1：20．0―1：32．8―1：45．5―1：58．0―2：09．8―2：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．9
1
3
6－4（5，8）（7，9）2，10－3
6，8，9（4，10）7（5，2，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オセアグレイト �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Bahri デビュー 2019．1．20 中京7着

2016．5．29生 牡3鹿 母 ブルーダヌーブ 母母 Shinko Hermes 7戦2勝 賞金 21，531，000円
〔競走除外〕 ツクバソヴァール号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマアブサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月15日まで平地

競走に出走できない。

15058 6月15日 雨 不良 （1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，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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

33 カレングロリアーレ 牡3鹿 54 三浦 皇成鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 446－ 41：24．8 4．2�
79 アンリミット 牝4青鹿55 内田 博幸前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 484＋ 41：25．11� 1．8�
11 ボールドジャパン 牡8鹿 57 江田 照男増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 530－ 41：25．52� 71．5�
22 ハ ト ホ ル 牝4鹿 55 野中悠太郎髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 466＋ 41：25．71� 19．3�
55 ブルレジーナ 牝4栗 55 藤田菜七子髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 454＋ 8 〃 ハナ 41．0�
710 スタークォーツ 牝3青鹿52 菊沢 一樹輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 464－ 81：26．33� 17．9�
56 コスモヨハネ 牡7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 496－ 2 〃 ハナ 10．3�
812 ロードライト 牝4青鹿55 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 B442± 01：26．51 166．5�
67 ベストティアーズ 牝5青 55 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 474＋ 61：28．2大差 24．8�
811 ランウェイデビュー 牝4鹿 55 石橋 脩吉田 勝己氏 奥村 武 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500－ 41：28．3� 5．1�

（10頭）
44 キラービューティ 牝5栗 55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 000 （競走除外）

68 スイーズドリームス 牡5鹿 57 D．レーン 大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 000 （競走除外）
（豪）

売 得 金
単勝： 57，846，500円 複勝： 56，986，700円 枠連： 17，223，400円
馬連： 107，468，100円 馬単： 53，351，200円 ワイド： 58，230，900円
3連複： 121，915，100円 3連単： 227，629，400円 計： 700，651，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 120円 � 790円 枠 連（3－7） 400円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 220円 �� 2，830円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 20，720円

票 数

単勝票数 差引計 578465（返還計 1623） 的中 � 108296（2番人気）
複勝票数 差引計 569867（返還計 2409） 的中 � 91819（3番人気）� 185406（1番人気）� 10530（9番人気）
枠連票数 差引計 172234（返還計 202） 的中 （3－7） 33162（1番人気）
馬連票数 差引計1074681（返還計 8088） 的中 �� 218633（1番人気）
馬単票数 差引計 533512（返還計 3075） 的中 �� 48657（3番人気）
ワイド票数 差引計 582309（返還計 3675） 的中 �� 87530（1番人気）�� 4520（26番人気）�� 7393（20番人気）
3連複票数 差引計1219151（返還計 16853） 的中 ��� 19776（15番人気）
3連単票数 差引計2276294（返還計 28731） 的中 ��� 7963（70番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―12．6―11．7―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．4―49．0―1：00．7―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレングロリアーレ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 シェルゲーム デビュー 2018．12．2 中京3着

2016．4．12生 牡3鹿 母 カレンタントミール 母母 カ レ ン マ マ 5戦3勝 賞金 29，266，000円
〔競走除外〕 キラービューティ号・スイーズドリームス号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベストティアーズ号・ランウェイデビュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年7月15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。

―

―

―



15059 6月15日 雨 不良 （1東京3） 第5日 第11競走 ��
��2，000�ジューンステークス

発走15時45分 （芝・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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

77 ジ ナ ン ボ ー 牡4黒鹿57 D．レーン 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472± 02：05．0 4．9�

（豪）

33 シンギュラリティ 牡5鹿 57 石橋 脩吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 498± 02：05．21� 3．0�
44 サトノソルタス 牡4芦 57 津村 明秀 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498＋182：05．51� 5．5�
78 � スパイラルダイブ 牡5青鹿57 戸崎 圭太�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 82：05．71 4．7�
55 サトノグラン �5青鹿57 三浦 皇成 �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 470－ 42：06．23 11．1�
22 ペイドメルヴェイユ 牝5栗 55 杉原 誠人吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 486± 02：06．3� 27．4�
89 ジークカイザー 牡6鹿 57 内田 博幸 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480－ 82：06．72� 15．0�
810 ヒ ス ト リ ア 牝5鹿 55 丸山 元気山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 466－ 62：08．310 12．2�
11 ルネイション 牝6黒鹿55 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 22：08．93� 24．2�
66 ベアインマインド 牝6鹿 55 大野 拓弥宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 442＋ 82：13．5大差 98．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 108，598，400円 複勝： 128，133，400円 枠連： 50，869，400円
馬連： 270，813，400円 馬単： 116，614，100円 ワイド： 137，576，000円
3連複： 361，226，200円 3連単： 600，482，700円 計： 1，774，313，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 120円 � 180円 枠 連（3－7） 340円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 350円 �� 670円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計1085984 的中 � 175601（3番人気）
複勝票数 計1281334 的中 � 178682（3番人気）� 335264（1番人気）� 153688（4番人気）
枠連票数 計 508694 的中 （3－7） 112701（1番人気）
馬連票数 計2708134 的中 �� 260147（2番人気）
馬単票数 計1166141 的中 �� 53676（4番人気）
ワイド票数 計1375760 的中 �� 104128（2番人気）�� 48302（9番人気）�� 103690（3番人気）
3連複票数 計3612262 的中 ��� 170541（3番人気）
3連単票数 計6004827 的中 ��� 53204（18番人気）

ハロンタイム 13．6―11．9―12．2―12．7―12．7―12．6―12．6―12．0―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―25．5―37．7―50．4―1：03．1―1：15．7―1：28．3―1：40．3―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．3―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

ジ ナ ン ボ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．6．11 東京1着

2015．3．8生 牡4黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 6戦4勝 賞金 48，253，000円
〔制裁〕 ジナンボー号の騎手D．レーンは，2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベアインマインド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月15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。

15060 6月15日 雨 不良 （1東京3） 第5日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走16時30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
1：33．8
1：33．3

重
良

815 サニークラウド 牡3鹿 54 柴田 善臣髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 496－101：37．3 19．9�

23 ノーベルプライズ 牡3黒鹿54 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 508＋161：37．62 13．2�
611 ベルキューズ 牝3栗 52

51 ☆菊沢 一樹 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B486＋ 41：37．7クビ 54．0�
510 マックスアン 牡3栗 54 戸崎 圭太 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 460－ 21：38．01� 3．3�
816 セイカヤマノ 牡3黒鹿54 大野 拓弥久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B488＋ 21：38．21� 6．7�
47 ロンギングファロー �4栗 57

56 ☆木幡 巧也坂本 浩一氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 458－221：38．52 64．7�
36 � ハ ル メ キ 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新冠 三村 卓也 458± 01：38．6� 186．7�

714 ゴールデンウェル 牡3栗 54 石橋 脩江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：38．7� 17．9�
24 グロリアスホープ 牡3鹿 54 津村 明秀�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B494－101：38．8� 5．3�
612 リセンティート 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 502＋ 21：38．9クビ 30．0�
12 � リサオブザナイル 牝3黒鹿52 横山 典弘吉田 千津氏 菊沢 隆徳 米 WinStar

Farm, LLC 458± 01：39．0� 4．8�
35 カーネリアン 牝5鹿 55 田辺 裕信林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 ハナ 7．2�
713� ラッシュバンガード 牡5栗 57

54 ▲小林 凌大柳内 光子氏 久保田貴士 日高 木村牧場 452－ 41：39．42� 239．6�
48 � サイモンルチアーノ 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 B486－181：41．4大差 64．4�
（14頭）

11 � コスモクウェンチ 牡5鹿 57 武士沢友治Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 000 （競走除外）

59 � マイネルストラトス 牡5黒鹿57 丸山 元気杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 87，612，100円 複勝： 107，566，700円 枠連： 39，988，200円
馬連： 191，791，800円 馬単： 80，674，700円 ワイド： 125，018，700円
3連複： 256，809，400円 3連単： 359，982，000円 計： 1，249，443，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，990円 複 勝 � 550円 � 510円 � 1，070円 枠 連（2－8） 1，180円

馬 連 �� 11，320円 馬 単 �� 23，000円

ワ イ ド �� 3，470円 �� 7，820円 �� 8，790円

3 連 複 ��� 138，060円 3 連 単 ��� 820，710円

票 数

単勝票数 差引計 876121（返還計 471） 的中 � 35057（8番人気）
複勝票数 差引計1075667（返還計 579） 的中 � 52566（8番人気）� 57400（6番人気）� 25252（10番人気）
枠連票数 差引計 399882（返還計 146） 的中 （2－8） 26165（5番人気）
馬連票数 差引計1917918（返還計 4340） 的中 �� 13121（34番人気）
馬単票数 差引計 806747（返還計 1718） 的中 �� 2630（66番人気）
ワイド票数 差引計1250187（返還計 2118） 的中 �� 9376（35番人気）�� 4109（52番人気）�� 3656（55番人気）
3連複票数 差引計2568094（返還計 10985） 的中 ��� 1395（193番人気）
3連単票数 差引計3599820（返還計 15033） 的中 ��� 318（1087番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．2―12．6―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．4―47．6―1：00．2―1：12．5―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニークラウド �

父 ゴールドアリュール �


母父 A.P. Indy デビュー 2018．9．23 中山3着

2016．2．16生 牡3鹿 母 ワインレッド 母母 フェアレストケープ 4戦2勝 賞金 14，300，000円
〔競走除外〕 コスモクウェンチ号・マイネルストラトス号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔発走状況〕 サニークラウド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アオテンジョウ号・ウインメテオーラ号・オープンザウェイ号・カナメ号・コスモハヤテ号・ドナプリモ号・

トーセンギムレット号・ヒロノワカムシャ号・ポルタメント号

―
―



（1東京3）第5日 6月15日（土曜日） 雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 146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

187，700，000円
9，030，000円
16，380，000円
1，010，000円
20，700，000円
60，155，000円
4，552，600円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
600，846，900円
914，309，400円
250，254，200円
1，148，774，800円
577，708，400円
735，086，700円
1，509，926，900円
2，397，371，600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 8，134，278，900円

総入場人員 17，150名 （有料入場人員 15，778名）


