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15061 6月16日 晴 不良 （1東京3） 第6日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

33 レディグレイ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 21：25．4 1．9�

57 クィーンズウェイ 牝3栗 54 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 B446－ 4 〃 クビ 26．3�
58 ルンルンバニラ 牝3栗 54

52 △野中悠太郎�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 408± 01：25．71� 3．1�
610 マリアルージュ 牝3青鹿54 大野 拓弥河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 452－ 1 〃 ハナ 21．4�
34 グランデエス 牝3鹿 54 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 480± 01：25．91� 52．6�
813 ショーテンシ 牝3鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 472－ 8 〃 アタマ 39．7	
45 セイウンメラビリア 牝3青鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 石郷岡 雅樹 470± 01：26．22 64．6

712 オ キ ミ ヤ ゲ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 日高 日高大洋牧場 446＋ 41：26．83� 46．7�
46 ハルワタート 牝3黒鹿54 丸山 元気�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 478－ 41：26．9� 6．1�
69 アニヴェルセル 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 野坂牧場 470－101：27．43 186．2
11 フロレンザール 牝3青鹿54 三浦 皇成中辻 明氏 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474－ 41：27．5� 25．4�
711 ケイツーランド 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士楠本 勝美氏 深山 雅史 新ひだか 田中 裕之 448＋161：28．13� 139．0�
22 ホットスタンプ 牝3栗 54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 B446± 01：28．31� 36．6�
814 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± 01：28．4� 131．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，437，900円 複勝： 60，665，100円 枠連： 13，891，500円
馬連： 70，187，200円 馬単： 39，064，500円 ワイド： 51，818，400円
3連複： 104，035，500円 3連単： 144，278，000円 計： 524，378，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 340円 � 120円 枠 連（3－5） 260円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 500円 �� 160円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 6，380円

票 数

単勝票数 計 404379 的中 � 167321（1番人気）
複勝票数 計 606651 的中 � 316067（1番人気）� 16690（6番人気）� 105514（2番人気）
枠連票数 計 138915 的中 （3－5） 40010（1番人気）
馬連票数 計 701872 的中 �� 32220（4番人気）
馬単票数 計 390645 的中 �� 15131（5番人気）
ワイド票数 計 518184 的中 �� 22266（5番人気）�� 112482（1番人気）�� 16890（7番人気）
3連複票数 計1040355 的中 ��� 57422（2番人気）
3連単票数 計1442780 的中 ��� 16377（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．2―12．1―12．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．7―46．9―59．0―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディグレイ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 トワイニング デビュー 2018．10．6 東京3着

2016．4．18生 牝3黒鹿 母 テ ィ フ ィ ン 母母 エ ラ テ ィ ス 6戦1勝 賞金 12，100，000円
〔発走状況〕 マリアルージュ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔3走成績による出走制限〕 アニヴェルセル号・キシュウソレイユ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月16日まで

平地競走に出走できない。
※競走除外馬 ウエスタンカッター号・シュンラン号（競馬の公正確保のため）

15062 6月16日 晴 不良 （1東京3） 第6日 第2競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

78 ペイシャシキブ 牡3黒鹿 56
53 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 462± 01：37．5 23．6�

11 アペタイザー 牡3鹿 56 三浦 皇成�Shadow 栗田 徹 日高 下河辺牧場 510＋ 61：37．71� 3．5�
44 ジ ェ イ コ ブ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也市川義美ホール
ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 482－ 21：38．33� 12．7�

66 サクラザチェンジ 牡3栗 56
53 ▲藤田菜七子岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 B494＋ 41：38．4� 4．8�

810 マイネルイヴィンス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B516＋ 41：39．25 2．7�

67 ノ リ オ サ ン 牡3鹿 56 内田 博幸國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 504－ 31：39．52 30．0	
33 ウインドスケール 牡3栗 56 丸山 元気 
サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B520－ 41：39．71� 22．3�
55 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 466－ 4 〃 アタマ 8．8�
22 マ ス テ ィ フ 牡3栗 56

54 △野中悠太郎村木 克子氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B488＋ 21：40．23 82．4

811 タイキリヴェール 牡3鹿 56
55 ☆菊沢 一樹
大樹ファーム 菊沢 隆徳 新ひだか 橋本牧場 470＋ 61：41．79 14．2�

79 ホクセンシシオー 牡3鹿 56
53 ▲小林 凌大大野 裕氏 奥平 雅士 新ひだか 酒井 亨 514 ―1：44．2大差 196．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，084，600円 複勝： 43，667，800円 枠連： 12，305，300円
馬連： 66，158，800円 馬単： 36，400，200円 ワイド： 45，839，200円
3連複： 86，790，100円 3連単： 123，524，500円 計： 448，770，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 580円 � 180円 � 250円 枠 連（1－7） 5，210円

馬 連 �� 5，590円 馬 単 �� 17，300円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 2，610円 �� 790円

3 連 複 ��� 18，820円 3 連 単 ��� 144，210円

票 数

単勝票数 計 340846 的中 � 11545（8番人気）
複勝票数 計 436678 的中 � 15552（8番人気）� 78726（2番人気）� 45651（5番人気）
枠連票数 計 123053 的中 （1－7） 1827（16番人気）
馬連票数 計 661588 的中 �� 9157（21番人気）
馬単票数 計 364002 的中 �� 1578（50番人気）
ワイド票数 計 458392 的中 �� 5794（24番人気）�� 4407（26番人気）�� 15556（10番人気）
3連複票数 計 867901 的中 ��� 3458（52番人気）
3連単票数 計1235245 的中 ��� 621（332番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．8―12．1―12．2―12．0―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．9―48．0―1：00．2―1：12．2―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャシキブ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．11．24 東京5着

2016．3．4生 牡3黒鹿 母 ヤマイチシキブ 母母 サクセスアルデンテ 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホクセンシシオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月16日まで平地

競走に出走できない。

第３回 東京競馬 第６日



15063 6月16日 晴 不良 （1東京3） 第6日 第3競走 ��
��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

59 タマモキャペリン 牝3鹿 54 戸崎 圭太タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 448＋ 21：18．1 10．8�
510 ヒロノトウリョウ 牡3鹿 56 田辺 裕信小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 B482－ 21：18．2� 4．7�
11 スマートエリス 牝3栗 54 M．デムーロ大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 486－ 41：18．52 2．4�
612 ピュアヒカリ 牡3鹿 56 吉田 豊鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 448＋ 41：18．6クビ 36．0�
23 � ラスベガステソーロ 牡3黒鹿56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Lochlow
Farm 520＋ 41：19．13 3．7�

816 イッツザファースト 牡3芦 56
53 ▲藤田菜七子飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B474＋ 2 〃 クビ 12．6	

48 クアトロリヴォルタ 牡3黒鹿56 武士沢友治木村 直樹氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 460－ 41：19．2� 192．0

713 グレートデー 牡3黒鹿56 石橋 脩 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B502± 01：19．41	 25．2�
35 ミエノオルフェ 牝3鹿 54 柴田 善臣里見美惠子氏 宗像 義忠 日高 田端牧場 430± 01：19．5クビ 157．9
611 タイムファクター 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大高橋 文男氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 486＋ 21：20．24 252．6�
36 サンダーソニア 牝3栗 54 内田 博幸�ジェイアール 田村 康仁 浦河 中島牧場 476－ 1 〃 クビ 15．2�
24 カメットテソーロ 牡3鹿 56 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新冠 村上 欽哉 B528＋ 81：20．3クビ 58．0�
12 タイムアクシス 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 対馬 正 470＋ 21：20．51	 336．3�
815 マーヴェラスロード 牡3鹿 56 福永 祐一山本又一郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか チャンピオンズファーム 484＋ 21：20．6� 43．5�
47 フ ァ ウ ラ ー 牡3青鹿56 嶋田 純次永見 貴昭氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 472＋ 81：22．9大差 200．9�
714 デルマガルニエ 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 524＋101：23．11
 335．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，873，700円 複勝： 58，800，100円 枠連： 19，488，200円
馬連： 73，105，400円 馬単： 41，119，900円 ワイド： 55，111，900円
3連複： 109，536，400円 3連単： 153，636，000円 計： 552，671，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 180円 � 150円 � 120円 枠 連（5－5） 2，220円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 560円 �� 430円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 15，540円

票 数

単勝票数 計 418737 的中 � 30824（4番人気）
複勝票数 計 588001 的中 � 65797（4番人気）� 95447（3番人気）� 166421（1番人気）
枠連票数 計 194882 的中 （5－5） 6788（9番人気）
馬連票数 計 731054 的中 �� 30731（7番人気）
馬単票数 計 411199 的中 �� 6965（15番人気）
ワイド票数 計 551119 的中 �� 23625（5番人気）�� 31923（4番人気）�� 51531（2番人気）
3連複票数 計1095364 的中 ��� 47814（5番人気）
3連単票数 計1536360 的中 ��� 7166（44番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．3―12．1―11．9―11．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．8―29．1―41．2―53．1―1：04．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモキャペリン �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2018．7．14 福島10着

2016．5．20生 牝3鹿 母 チャームキャップ 母母 ラブソーリー 14戦1勝 賞金 15，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファウラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月16日まで平地競走に

出走できない。
デルマガルニエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月16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〕 タイムアクシス号・デルマガルニエ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月16日まで
平地競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チェスナットバレー号

15064 6月16日 晴 重 （1東京3） 第6日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時40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
1：44．2
1：43．9

良
良

814 フラッフィーベア 牝3鹿 54
51 ▲木幡 育也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 430± 01：47．8 26．6�

11 ヤップヤップヤップ 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 442－ 41：48．12 5．4�
69 スズロザーナ 牝3栗 54 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 426± 01：48．73� 6．7�
22 コスモアイトーン 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 61：48．8� 63．4�
711 ブラックワンダー 牡3青鹿56 大野 拓弥草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 456－ 2 〃 クビ 19．3�
610 ホウオウビクトリー 牡3鹿 56 戸崎 圭太小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：48．9� 2．2	
34 ルシェルドール 牝3栗 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：49．11	 14．4�
58 サ ン タ コ マ 牡3鹿 56 村田 一誠 
加藤ステーブル 青木 孝文 新冠 山岡ファーム B466＋ 81：49．84 254．4�
33 ジョディーベルボワ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子大塚 亮一氏 菊川 正達 新冠 新冠橋本牧場 436－ 81：50．01	 80．1
45 エスコーバタハト 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎ディアレストクラブ
 菊川 正達 安平 吉田牧場 490＋ 4 〃 クビ 14．1�
46 フライトストリーム 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：50．21 93．7�
57 ルーナクオーレ 牝3黒鹿54 北村 友一落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 404－ 21：50．73 9．7�
712 ベルレガッタ 牝3鹿 54 福永 祐一山本又一郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 矢野牧場 442＋ 41：51．12� 10．5�
813 クラウソラス 牡3鹿 56 丸山 元気谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 466－ 21：52．05 109．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，058，200円 複勝： 54，834，700円 枠連： 19，583，000円
馬連： 70，709，000円 馬単： 35，525，800円 ワイド： 53，756，700円
3連複： 99，820，200円 3連単： 128，718，400円 計： 502，006，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，660円 複 勝 � 490円 � 180円 � 200円 枠 連（1－8） 5，710円

馬 連 �� 6，750円 馬 単 �� 16，260円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 2，120円 �� 690円

3 連 複 ��� 12，290円 3 連 単 ��� 98，020円

票 数

単勝票数 計 390582 的中 � 11721（9番人気）
複勝票数 計 548347 的中 � 23044（9番人気）� 92545（2番人気）� 75362（3番人気）
枠連票数 計 195830 的中 （1－8） 2656（17番人気）
馬連票数 計 707090 的中 �� 8114（22番人気）
馬単票数 計 355258 的中 �� 1638（53番人気）
ワイド票数 計 537567 的中 �� 6916（23番人気）�� 6362（24番人気）�� 21183（6番人気）
3連複票数 計 998202 的中 ��� 6088（39番人気）
3連単票数 計1287184 的中 ��� 952（280番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．5―11．9―12．1―12．1―11．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．6―47．5―59．6―1：11．7―1：23．5―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

フラッフィーベア �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．11．3 東京12着

2016．4．9生 牝3鹿 母 ダイヤモンドギフト 母母 ダイヤモンドクイン 8戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウソラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月16日まで平地競走

に出走できない。
※競走除外馬 ショウナンサジン号・ミサトテスコ号（競馬の公正確保のため）
※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。
（非抽選馬） 1頭 タイセイドレッサー号



15065 6月16日 晴 重 （1東京3） 第6日 第5競走 ��1，600�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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

44 サクセッション 牡2芦 54 福永 祐一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496 ―1：36．4 1．9�
813 グレイトホーン 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 468 ―1：36．61� 12．8�

11 ゴールデンエポック 牡2栗 54 北村 友一ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458 ―1：37．13 3．9�

68 セツメンノトビウオ 牡2芦 54 幸 英明三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 426 ―1：37．2� 37．1�
45 ウインドジャマー 牡2鹿 54 丸山 元気多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 480 ― 〃 アタマ 6．6�
812 タイキラッシュ 牡2黒鹿54 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 486 ―1：37．52 18．5	
22 ベ ル シ ッ ク 牝2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 沖田牧場 428 ―1：38．35 28．9

710 フローラルオーク 牝2芦 54

52 △野中悠太郎髙橋 正雄氏 伊藤 大士 新ひだか 今 牧場 408 ―1：39．04 55．0�
56 エコロアーサー 牡2栗 54 津村 明秀原村 正紀氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 454 ―1：39．74 38．2�
711 シ ャ ト ン 牝2黒鹿54 内田 博幸佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 470 ―1：39．8� 66．5
69 シゲルトリトン 牡2青鹿54 柴田 善臣森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 山野牧場 444 ―1：40．22� 94．9�
57 トーセンザゲーム 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ
スティファーム 486 ―1：40．51� 77．2�

（12頭）
33 フィロロッソ 牡2鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 460 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 54，143，400円 複勝： 55，441，800円 枠連： 18，838，500円
馬連： 63，214，500円 馬単： 37，785，000円 ワイド： 44，196，600円
3連複： 79，430，400円 3連単： 121，208，500円 計： 474，258，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 120円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 400円 �� 180円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 5，260円

票 数

単勝票数 差引計 541434（返還計 8901） 的中 � 230518（1番人気）
複勝票数 差引計 554418（返還計 7551） 的中 � 226987（1番人気）� 43601（4番人気）� 99325（2番人気）
枠連票数 差引計 188385（返還計 8255） 的中 （4－8） 32367（2番人気）
馬連票数 差引計 632145（返還計 32482） 的中 �� 43725（3番人気）
馬単票数 差引計 377850（返還計 18716） 的中 �� 17819（5番人気）
ワイド票数 差引計 441966（返還計 18801） 的中 �� 25518（4番人気）�� 75858（1番人気）�� 18845（6番人気）
3連複票数 差引計 794304（返還計 77945） 的中 ��� 50388（2番人気）
3連単票数 差引計1212085（返還計111664） 的中 ��� 16706（12番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．1―12．0―12．1―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．0―49．0―1：01．1―1：12．6―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセッション �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Diktat 初出走

2017．3．14生 牡2芦 母 アディクティド 母母 Astica 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 フィロロッソ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため装鞍所で競走除外。
※競走除外馬 デルマプラチナ号・ニシノコードブルー号・ベアジェット号（競馬の公正確保のため）
※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 ネオストーリー号

15066 6月16日 晴 重 （1東京3） 第6日 第6競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走13時00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

68 トライフォーリアル 牡2栗 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496 ―1：24．4 2．6�
33 ルドラクシャ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 428 ―1：24．61� 24．8�
56 ロードファビュラス 牡2鹿 54 津村 明秀 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 日高 北田 剛 460 ―1：24．81 10．6�
57 ミスファビュラス 牝2栗 54 幸 英明畑 末廣郎氏 古賀 史生 新ひだか タイヘイ牧場 460 ―1：24．9� 73．9�
711 エンジェルサークル 牝2黒鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454 ―1：25．11� 4．0	
44 ネイチャークイーン 牝2鹿 54

52 △野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 424 ―1：25．31� 36．5

813 メ モ リ ア 牝2黒鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 武市 康男 新ひだか 谷岡スタット 442 ― 〃 クビ 139．7�
69 シュルルヴァン 牝2青鹿54 大野 拓弥街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 454 ―1：25．4	 10．6
11 ヨシノパナギア 牝2青鹿54 田中 勝春清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 470 ―1：25．5クビ 16．0�
22 
 プライモーディアル 牡2鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 黒岩 陽一 英 Godolphin 468 ―1：25．71� 8．7�
45 プレジールドビブル 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子東海林貴大氏 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 438 ―1：26．12� 47．3�
710 サトノポーラスター 牡2栗 54 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 490 ―1：26．73� 11．1�
812 タマモカスターニャ 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 428 ―1：27．12� 123．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 49，297，500円 複勝： 50，225，200円 枠連： 18，922，000円
馬連： 71，843，700円 馬単： 36，258，400円 ワイド： 46，552，000円
3連複： 92，692，400円 3連単： 121，024，100円 計： 486，815，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 400円 � 220円 枠 連（3－6） 2，740円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 490円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 8，040円 3 連 単 ��� 39，080円

票 数

単勝票数 計 492975 的中 � 152524（1番人気）
複勝票数 計 502252 的中 � 141470（1番人気）� 23354（8番人気）� 53816（3番人気）
枠連票数 計 189220 的中 （3－6） 5337（12番人気）
馬連票数 計 718437 的中 �� 16816（13番人気）
馬単票数 計 362584 的中 �� 5312（20番人気）
ワイド票数 計 465520 的中 �� 9278（15番人気）�� 26310（4番人気）�� 4591（30番人気）
3連複票数 計 926924 的中 ��� 8641（26番人気）
3連単票数 計1210241 的中 ��� 2245（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．2―48．2―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トライフォーリアル �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2017．2．23生 牡2栗 母 エンプレスティアラ 母母 ゴールドティアラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※競走除外馬 オウサマプリン号・デイオブサンダー号・ユラ号（競馬の公正確保のため）
※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 アルムブラスト号



晴 重 競走
（ダート・左）

牝；負担重量は，
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

重
良

ロジヒューズ 鹿 戸崎 圭太久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 ：

リンガスビンゴ 黒鹿 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 〃 ハナ

シャドウアイランド 鹿 福永 祐一飯塚 知一氏 藤沢 和雄 新ひだか 前川 正美 ：
コンスタンティナ 鹿 M．デムーロ山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 ：
ジェイエルノブレス 鹿 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム ：
ミツカネラクリス 鹿 横山 典弘小山田 満氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 〃 ハナ

ネイビーアッシュ 青鹿 丸山 元気吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ：
ビ ジ ョ ッ テ 鹿 津村 明秀古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 ：
ラプターゲイル 黒鹿 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 B ：
ミ ュ ゼ ッ ト 栗 西村 太一ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ：
スマイルプリティ 鹿 幸 英明臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 ：
グラマラスライフ 黒鹿 石橋 脩 シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム ：
ロジカルガール 栗 △野中悠太郎平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 ：
アッシャムス 鹿 ▲藤田菜七子 桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 ： クビ

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ：
コーナー
通過順位

F F
－

勝馬の
紹 介

ロジヒューズ 父 ヘニーヒューズ 母父 ネオユニヴァース
母 ロ ジ ヒ ッ ト 母母 ヒットザボード

※出走取消馬 バンブトンハート号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※競走除外馬 グッバイガール号（競馬の公正確保のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

アオイテソーロ号・エンドーツダ号・サンマルミヤビ号・ニシノアメイズ号・レーヌミラクル号

晴 重 競走
（芝・左）

負担重量は， ， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
良

スイートセント 鹿 戸崎 圭太 シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ：

サトノコメット 黒鹿 田辺 裕信 サトミホースカンパニー 奥村 武 安平 ノーザンファーム ：
ア ゴ ベ イ 鹿 福永 祐一ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 〃 クビ

パンドラフォンテン 栗 吉田 豊吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ：
ムーンシュトラール 鹿 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ：
シトラスノキセキ 鹿 大野 拓弥加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ：
ダンシングチコ 鹿 蛯名 正義石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム ：
ミヤコローズ 鹿 丸山 元気吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞 湖 レイクヴィラファーム 〃 クビ

レディードリー 青鹿 武士沢友治小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 ： クビ

サレンティーナ 栗 ▲藤田菜七子 サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ：

プルメリアブーケ 栗 津村 明秀吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ：
タイドオーバー 黒鹿 △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 ：
プリミエラムール 北村 友一ライオンレースホース 田島 俊明 浦河 田中スタッド ：
マルターズルーメン 栗 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 〃 クビ

オルトルート 栗 石橋 脩村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム ：

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ：
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

スイートセント 父 ワークフォース 母父 アグネスタキオン
母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オルトルート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

に出走できない。
※競走除外馬 ラバストーン号（競馬の公正確保のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

コールザチューン号・プローシブル号・ボナデア号・ランスマン号・レッドルチア号・ロジムーン号



15069 6月16日 晴 重 （1東京3） 第6日 第9競走 ��
��1，600�

お う め

青 梅 特 別
発走14時35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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

815 ブルベアイリーデ 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 476－ 61：36．4 2．3�
24 チュウワフライヤー 牝3栗 52 福永 祐一中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502± 01：36．82� 4．2�
36 ゴールドブラッド 牡5栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 500＋ 41：37．01� 6．2�
47 	 ブリッツシュラーク 牡5芦 57 三浦 皇成前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 81：37．1クビ 22．7�
816 クリノヴィクトリア 牝5栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 450＋ 4 〃 ハナ 166．6�
11 レオアルティメット 牡4栗 57 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 542－ 41：37．31
 28．6	
12 トレンドライン 牡5栗 57 石橋 脩 
サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 464－161：37．4� 8．0�
713 ディアシューター 牡5黒鹿57 丸山 元気ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 498± 0 〃 アタマ 20．0�
59 フクサンローズ 牝5鹿 55 野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 454－ 4 〃 アタマ 24．6
611 カ タ ナ 牡4鹿 57 内田 博幸椎名 節氏 上原 博之 新冠 松浦牧場 508± 01：37．71� 33．5�
23 マサキノテソーロ 牡5栗 57 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 山岡牧場 530＋ 8 〃 クビ 37．6�
714 サノノカガヤキ 牡6鹿 57 嶋田 純次佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 502－ 41：38．02 196．6�
35 	 マイアフェクション 牡5鹿 57 武士沢友治五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 460－ 41：38．1� 198．4�
48 ジュニエーブル 牡5鹿 57 柴田 善臣柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 436－ 41：38．2クビ 19．3�
510 コスモロブロイ 牡4青鹿57 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B510＋ 61：39．47 165．3�

（15頭）
612 オーケストラ 牡4鹿 57 北村 友一原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B484－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 65，057，600円 複勝： 86，605，200円 枠連： 34，094，500円
馬連： 154，707，300円 馬単： 62，627，700円 ワイド： 91，339，500円
3連複： 187，816，200円 3連単： 249，487，700円 計： 931，735，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 150円 枠 連（2－8） 620円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 230円 �� 280円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 差引計 650576（返還計 14733） 的中 � 225793（1番人気）
複勝票数 差引計 866052（返還計 26752） 的中 � 232787（1番人気）� 154293（2番人気）� 121851（3番人気）
枠連票数 差引計 340945（返還計 1124） 的中 （2－8） 42301（1番人気）
馬連票数 差引計1547073（返還計134449） 的中 �� 194311（1番人気）
馬単票数 差引計 626277（返還計 51042） 的中 �� 50886（1番人気）
ワイド票数 差引計 913395（返還計 80142） 的中 �� 112220（1番人気）�� 82493（2番人気）�� 45623（4番人気）
3連複票数 差引計1878162（返還計319758） 的中 ��� 139433（1番人気）
3連単票数 差引計2494877（返還計414855） 的中 ��� 58208（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―12．2―12．5―12．2―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．5―46．7―59．2―1：11．4―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルベアイリーデ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2018．8．4 小倉4着

2016．4．6生 牡3鹿 母 シルクシンフォニー 母母 クイーンオブタイム 11戦3勝 賞金 38，819，000円
〔競走除外〕 オーケストラ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゲンパチカイナル号
（非抽選馬） 2頭 オールウェイズゼア号・サンチェサピーク号

15070 6月16日 晴 稍重 （1東京3） 第6日 第10競走 ��
��2，400�

ま ち だ

町 田 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．6．16以降1．6．9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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

78 ベイビーステップ 牡5鹿 55 M．デムーロ大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 490＋ 42：25．3 4．9�
11 ラ ボ ー ナ �5鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 544＋102：25．93� 9．5�
811 マイネルクラフト 牡6黒鹿54 柴田 大知 �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 B488± 02：26．85 5．9�
66 アルムフォルツァ 牡4黒鹿55 福永 祐一﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－ 42：26．9クビ 4．1�
67 プレシャスブルー 牡5鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 444＋ 22：27．85 10．3	
79 ス プ マ ン テ 牡5青鹿56 戸崎 圭太石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 484－ 62：28．11� 9．4

33 エリティエール 牝5鹿 53 丸山 元気 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：28．2	 4．3�
810 コスモアルヘナ 牡7青鹿52 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 484＋ 62：28．3	 101．8�
22 クアトレフォイル 牡4鹿 54 内田 博幸大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 浦河 有限会社

松田牧場 B490－ 82：28．4� 15．3
44 エニグマバリエート 牡7青鹿54 三浦 皇成平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 500－ 22：28．5� 48．9�
55 フレスコパスト 牝5鹿 51 山田 敬士岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 420－ 62：29．03 149．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，324，900円 複勝： 72，976，800円 枠連： 31，208，500円
馬連： 161，652，600円 馬単： 68，168，600円 ワイド： 84，130，000円
3連複： 198，305，200円 3連単： 291，272，500円 計： 968，039，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 280円 � 190円 枠 連（1－7） 1，870円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 410円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 26，040円

票 数

単勝票数 計 603249 的中 � 97108（3番人気）
複勝票数 計 729768 的中 � 118468（3番人気）� 58856（7番人気）� 105837（4番人気）
枠連票数 計 312085 的中 （1－7） 12927（9番人気）
馬連票数 計1616526 的中 �� 42287（16番人気）
馬単票数 計 681686 的中 �� 9524（28番人気）
ワイド票数 計 841300 的中 �� 20619（18番人気）�� 57115（2番人気）�� 20120（19番人気）
3連複票数 計1983052 的中 ��� 34403（19番人気）
3連単票数 計2912725 的中 ��� 8107（116番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．4―12．3―12．5―11．9―11．9―11．8―12．2―11．8―11．8―12．5

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―24．2―36．6―48．9―1：01．4―1：13．3―1：25．2―1：37．0―1：49．2―2：01．0―2：12．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベイビーステップ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2016．10．2 中山9着

2014．4．12生 牡5鹿 母 カルテブランシェ 母母 シェナンドアリバー 27戦4勝 賞金 57，642，000円

２レース目



15071 6月16日 晴 重 （1東京3） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第24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 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

11 ワイドファラオ 牡3栗 57 福永 祐一幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 498－ 21：35．5 6．6�
58 デュープロセス 牡3栗 56 M．デムーロゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 464－ 6 〃 アタマ 3．0�
611 ダンツキャッスル 牡3鹿 56 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 478－ 81：36．03 17．9�
610 ヴァニラアイス 牝3鹿 54 田辺 裕信�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 444－ 21：36．1� 25．5�
34 エルモンストロ 牡3鹿 56 蛯名 正義�三嶋牧場 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 478＋10 〃 ハナ 72．8�
815 アシャカトブ 牡3栗 56 大野 拓弥吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 486－ 41：36．31� 58．3�
46 デアフルーグ 牡3鹿 56 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 496－ 41：36．4クビ 2．6�
47 ザディファレンス 牡3栗 56 野中悠太郎石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 470－ 21：36．72 117．3�
814 ノーヴァレンダ 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：36．8� 10．7�
713 ニューモニュメント 牡3鹿 56 石橋 脩前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 472＋ 4 〃 クビ 19．3�
23 ヴァイトブリック 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 484－ 21：36．9クビ 9．8�
712 オンザウェイ 牡3栗 56 柴田 善臣久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 520＋ 21：37．75 148．5�
22 イ メ ル 牡3黒鹿56 丸山 元気吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 460－ 61：37．8� 112．1�

（13頭）
35 サトノギャロス 牡3鹿 56 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 000 （競走除外）

59 ロードグラディオ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 300，809，200円 複勝： 321，848，800円 枠連： 121，478，200円 馬連： 772，674，100円 馬単： 354，319，400円
ワイド： 414，538，400円 3連複： 1，221，340，600円 3連単： 2，230，566，700円 5重勝： 576，417，400円 計： 6，313，992，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 280円 � 150円 � 400円 枠 連（1－5） 1，310円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，770円 �� 890円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 22，120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����� 9，841，270円

票 数

単勝票数 計3008092 的中 � 359384（3番人気）
複勝票数 計3218488 的中 � 273310（4番人気）� 721357（2番人気）� 169531（7番人気）
枠連票数 計1214782 的中 （1－5） 71724（4番人気）
馬連票数 計7726741 的中 �� 470787（3番人気）
馬単票数 計3543194 的中 �� 108140（9番人気）
ワイド票数 計4145384 的中 �� 197388（5番人気）�� 57262（17番人気）�� 118925（11番人気）
3連複票数 計12213406 的中 ��� 166089（16番人気）
3連単票数 計22305667 的中 ��� 73085（64番人気）
5重勝票数 計5764174 的中 ����� 41

ハロンタイム 12．3―10．5―11．1―11．9―12．6―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．8―33．9―45．8―58．4―1：10．7―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイドファラオ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．13 東京2着

2016．4．3生 牡3栗 母 ワイドサファイア 母母 クイーンソネット 6戦3勝 賞金 100，403，000円
〔騎手変更〕 エルモンストロ号の騎手三浦皇成は，検査のため蛯名正義に変更。
〔競走除外〕 サトノギャロス号・ロードグラディオ号は，競馬の公正確保のため競走除外。

15072 6月16日 晴 稍重 （1東京3） 第6日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走16時30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
1：44．2
1：43．9

良
良

610 マテリアルワールド 牡3鹿 54
51 ▲木幡 育也堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 B506＋ 21：48．3 17．7�

58 サツキユニヴァース 牝5栗 55
52 ▲小林 凌大小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 田中 裕之 462± 0 〃 クビ 100．7�

35 マードレヴォイス 牡3栗 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 458－ 21：48．51� 5．6�
34 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 474－ 21：48．6クビ 2．4�
59 シトラスクーラー �6鹿 57 津村 明秀�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 ハナ 28．9�
22 モ ン ツ ァ �4黒鹿57 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：48．7� 3．2�
611 アトムアストレア 牝4鹿 55

52 ▲大塚 海渡永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 460± 01：48．8� 198．1�
815 サンメイコン 牝4黒鹿55 蛯名 正義 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ 468＋12 〃 ハナ 46．7�
46 トップホライゾン 牡4鹿 57 岩部 純二紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 506－ 4 〃 ハナ 93．6�
47 カ ラ テ 牡3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 496＋161：49．11� 16．3�
814 イ ル ル ー メ 牡4黒鹿 57

55 △野中悠太郎西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド B484－ 61：49．52� 33．6�
712� ユキノレーヌ 牝5栗 55 武士沢友治井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか 服部 牧場 434－ 21：49．6� 88．7�
713 マサノシーザー 牡6鹿 57 嘉藤 貴行猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 484－ 6 〃 アタマ 152．2�
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 456－ 21：49．81 16．9�
23 キタノナシラ �4鹿 57

54 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 新冠 村上 欽哉 B470－ 61：50．33 24．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 97，190，000円 複勝： 92，152，700円 枠連： 59，145，200円
馬連： 233，521，500円 馬単： 114，988，600円 ワイド： 139，431，200円
3連複： 333，092，500円 3連単： 570，558，800円 計： 1，640，080，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 460円 � 1，640円 � 230円 枠 連（5－6） 9，250円

馬 連 �� 88，750円 馬 単 �� 172，820円

ワ イ ド �� 16，130円 �� 1，770円 �� 8，630円

3 連 複 ��� 161，270円 3 連 単 ��� 1，782，990円

票 数

単勝票数 計 971900 的中 � 43695（6番人気）
複勝票数 計 921527 的中 � 50499（6番人気）� 12478（12番人気）� 125883（3番人気）
枠連票数 計 591452 的中 （5－6） 4953（23番人気）
馬連票数 計2335215 的中 �� 2039（72番人気）
馬単票数 計1149886 的中 �� 499（138番人気）
ワイド票数 計1394312 的中 �� 2199（70番人気）�� 20773（17番人気）�� 4129（52番人気）
3連複票数 計3330925 的中 ��� 1549（198番人気）
3連単票数 計5705588 的中 ��� 232（1389番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．8―47．8―59．7―1：11．9―1：23．6―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

マテリアルワールド 
�
父 メイショウサムソン 

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2018．10．14 東京15着

2016．4．1生 牡3鹿 母 メイショウカレン 母母 ビワテースト 8戦2勝 賞金 15，300，000円
※競走除外馬 ビレッジキング号（競馬の公正確保のため）
※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。
（非抽選馬） 1頭 レーヴドカナロア号

５レース目

―
―



（1東京3）第6日 6月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 163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
7，780，000円
20，150，000円
1，690，000円
27，280，000円
66，726，000円
4，459，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
882，873，600円
1，050，206，500円
411，155，800円
1，966，180，400円
922，095，800円
1，186，726，400円
2，822，256，300円
4，502，945，800円
576，417，400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 14，320，858，000円

総入場人員 34，080名 （有料入場人員 32，046名）
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