
15073 6月22日 曇 良 （1東京3） 第7日 第1競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時05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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

44 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± 01：35．7 3．6�
88 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 452＋ 81：36．12� 23．2�
89 ソ ス ピ タ 牝2芦 54

52 △野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 424＋ 2 〃 クビ 30．1�
66 ロジアイリッシュ 牝2鹿 54 C．ルメール 久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－ 41：36．63 1．3�
77 ラシカルガイブ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 木田牧場 432± 01：36．81� 84．7	
22 ヨ ン ウ ォ ニ 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 田中 清隆 日高 道見牧場 420－ 21：37．11	 12．3

55 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 396＋ 41：37．2	 22．4�
11 トマティーナ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 村下 明博 416± 01：37．51	 164．7�
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 412－121：38．03 99．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，960，800円 複勝： 104，694，200円 枠連： 9，140，600円
馬連： 44，388，000円 馬単： 36，871，000円 ワイド： 31，584，300円
3連複： 54，985，600円 3連単： 154，560，900円 計： 467，185，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 300円 � 1，160円 � 1，560円 枠 連（4－8） 1，940円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，030円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 10，390円 3 連 単 ��� 40，950円

票 数

単勝票数 計 309608 的中 � 70792（2番人気）
複勝票数 計1046942 的中 � 107096（2番人気）� 22155（5番人気）� 16211（6番人気）
枠連票数 計 91406 的中 （4－8） 3649（6番人気）
馬連票数 計 443880 的中 �� 10698（8番人気）
馬単票数 計 368710 的中 �� 5383（14番人気）
ワイド票数 計 315843 的中 �� 12688（8番人気）�� 7904（9番人気）�� 3787（15番人気）
3連複票数 計 549856 的中 ��� 3969（22番人気）
3連単票数 計1545609 的中 ��� 2736（74番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―12．5―12．7―12．7―11．2―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．3―36．8―49．5―1：02．2―1：13．4―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．5
3 4，8（1，6）2（3，7）（9，5） 4 4，8（1，2，6）（3，7）（9，5）

勝馬の
紹 介

ビッククインバイオ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．6．2 東京3着

2017．2．26生 牝2栗 母 アニメイトバイオ 母母 レーゲンボーゲン 2戦1勝 賞金 6，800，000円

15074 6月22日 曇 良 （1東京3） 第7日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時35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

816 アドアステラ 牝3栗 54 柴田 大知 �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 B442＋ 21：39．4 3．4�
714 ココリジャスミン 牝3栗 54

52 △野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 B462＋ 21：39．71� 6．5�
23 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 422＋ 21：40．02 2．5�
510 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 460＋ 2 〃 アタマ 114．2�
612 エミネントローズ 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ビッグレッドファーム 482 ―1：40．21 21．5�
11 ツキノサバク 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 432－ 41：40．41 47．2	
48 ジュエルインザサン 牝3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 464－101：40．5� 14．8

35 ゼ ロ カ ラ 牝3黒鹿54 田辺 裕信谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新ひだか 下屋敷牧場 444－ 21：40．6� 12．7�
59 カフェサーバル 牝3鹿 54 大野 拓弥西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 490－ 41：41．02� 101．2�
611 ミオリパヤヤーム 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡瀬谷 雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 426＋101：41．1� 113．3�
12 フロンサック 牝3鹿 54 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460＋ 81：41．52� 89．7�
24 マ ロ リ ン 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 464＋101：42．13� 10．7�
47 レッドアデニウム 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 538－ 21：42．2� 26．4�
815 ボーンインメイ 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �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 414＋ 6 〃 クビ 99．1�

713 ラヴィングウェイ 牝3黒鹿54 江田 照男ゴドルフィン 田中 剛 英 Godolphin 468＋ 81：42．41� 77．1�
36 ボーナファイディ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也水上ふじ子氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 466＋101：44．3大差 206．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，322，400円 複勝： 54，881，400円 枠連： 16，348，100円
馬連： 63，018，100円 馬単： 31，516，900円 ワイド： 49，283，400円
3連複： 94，453，600円 3連単： 112，361，200円 計： 455，185，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（7－8） 900円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 330円 �� 180円 �� 360円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 4，060円

票 数

単勝票数 計 333224 的中 � 77183（2番人気）
複勝票数 計 548814 的中 � 143362（2番人気）� 66571（3番人気）� 151238（1番人気）
枠連票数 計 163481 的中 （7－8） 14061（4番人気）
馬連票数 計 630181 的中 �� 56978（2番人気）
馬単票数 計 315169 的中 �� 14360（3番人気）
ワイド票数 計 492834 的中 �� 34248（2番人気）�� 81472（1番人気）�� 30756（3番人気）
3連複票数 計 944536 的中 ��� 92364（1番人気）
3連単票数 計1123612 的中 ��� 20056（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．7―12．5―13．1―12．6―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―35．9―48．4―1：01．5―1：14．1―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F37．9
3 13，16（8，14）（9，15）12（6，3）（5，11）（10，4）－1，7，2 4 13，16（8，14）9，15（6，3，12，4）（5，11）（10，2，1，7）

勝馬の
紹 介

アドアステラ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2018．9．9 中山4着

2016．4．8生 牝3栗 母 コスモキララ 母母 ローズオブダイヤ 10戦1勝 賞金 16，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 カフェサーバル号・ラヴィングウェイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月22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 フェアリースキップ号

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７日



15075 6月22日 小雨 良 （1東京3） 第7日 第3競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走11時05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
1：19．4
1：19．0

良
良

36 ホーリーライン 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 428＋ 21：21．3 2．0�

59 � ランドルーラー 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 516＋141：21．51 14．7�
24 テ ミ ス 牝3青 54

52 △野中悠太郎 �カナヤマホール
ディングス 黒岩 陽一 日高 モリナガファーム 436－ 21：21．71� 41．9�

23 サクラクリスタル 牝3青鹿54 田辺 裕信�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 458± 01：21．8� 31．9�
612 フライクーゲル 牡3鹿 56 D．レーン 水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 B474＋ 4 〃 ハナ 5．1�

（豪）

713 ウエスタンランポ 牝3鹿 54
53 ☆菊沢 一樹西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 408＋ 2 〃 アタマ 23．9	

816 マーヴェラスクイン 牝3鹿 54 内田 博幸山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 414＋ 2 〃 ハナ 10．8

714 ヴ ォ ア ラ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ミルファーム 新開 幸一 浦河 杵臼牧場 478＋ 8 〃 クビ 5．4�
611 レディオスカル 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ディアレスト

クラブ 450＋101：21．9クビ 47．1
11 ショウナンサジン 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 田中 剛 洞	湖 レイクヴィラファーム B478＋ 61：22．0
 27．3�
48 ダイユウブライアン 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士大友 靖岐氏 青木 孝文 浦河 今井 秀樹 456＋261：22．21� 375．8�
815 クリノカリビアン 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 420－ 41：22．62� 110．1�
12 マイネルバッカーノ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 81：23．23� 31．5�
35 アムールリンクス 牝3鹿 54 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 434 ―1：23．3クビ 95．3�
47 アウトストリップ 牝3青 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 松木 加代 420－ 41：23．94 259．0�
510 ラブエテルノ 牡3鹿 56 武士沢友治西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 468 ―1：27．4大差 323．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，883，600円 複勝： 57，388，300円 枠連： 17，258，500円
馬連： 67，966，000円 馬単： 34，772，700円 ワイド： 49，894，400円
3連複： 93，526，800円 3連単： 120，574，800円 計： 478，265，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 340円 � 710円 枠 連（3－5） 1，530円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，360円 �� 4，730円

3 連 複 ��� 17，880円 3 連 単 ��� 67，760円

票 数

単勝票数 計 368836 的中 � 147157（1番人気）
複勝票数 計 573883 的中 � 217009（1番人気）� 31068（5番人気）� 13192（10番人気）
枠連票数 計 172585 的中 （3－5） 8711（6番人気）
馬連票数 計 679660 的中 �� 34142（5番人気）
馬単票数 計 347727 的中 �� 10961（7番人気）
ワイド票数 計 498944 的中 �� 20588（5番人気）�� 9367（15番人気）�� 2587（42番人気）
3連複票数 計 935268 的中 ��� 3922（50番人気）
3連単票数 計1205748 的中 ��� 1290（207番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．4―46．2―57．7―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．1
3 2（7，15）（4，11，16）6（1，14）9（8，3，12）－13，5＝10 4 ・（2，7）15，4（11，16）（1，6，14）9，12（8，3）13，5＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホーリーライン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．12．8 中山7着

2016．3．31生 牝3青鹿 母 レ イ ラ イ ン 母母 エ ル レ イ ナ 7戦1勝 賞金 11，500，000円
〔発走状況〕 ラブエテルノ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブエテルノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22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〕 アウトストリップ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月22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。

15076 6月22日 小雨 良 （1東京3） 第7日 第4競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走11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
1：33．8
1：33．3

重
良

69 � マ キ 牡3鹿 56 D．レーン 吉田 和美氏 手塚 貴久 米 WinStar
Farm, LLC B532± 01：39．4 2．7�

（豪）

57 タイセイシャトル 牡3栗 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 474± 0 〃 クビ 2．1�
56 コパノアダムス 牡3鹿 56 大野 拓弥小林 照弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 伊藤 敏明 490± 01：39．61 49．9�
33 � トーキョーサバク 牡3栗 56 C．ルメール 原 �子氏 安田 翔伍 米 The Robert & Bev-

erly Lewis Trust 490＋121：39．81 7．7�
711 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 470－ 21：40．12 18．1�
68 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 486－ 41：40．31	 12．6�
22 トーセンアメジスト 牝3青 54 吉田 豊島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 482± 01：40．4クビ 85．4

11 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 B502－ 21：40．5
 70．0�
44 ピカレスクスマイル 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 436＋ 61：41．03 38．3�
710 ムキムキムッキー 牡3芦 56

53 ▲藤田菜七子イージス 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 516＋101：41．95 65．3�
813 マ ス テ ィ フ 牡3栗 56 西田雄一郎村木 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 B482－ 61：42．43 228．9�
45 ラスヴェート �3黒鹿56 三浦 皇成ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 21：42．71
 22．0�
812 デイトナビーチ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也山本 英俊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 558 ―1：46．3大差 35．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，640，200円 複勝： 64，821，900円 枠連： 14，155，200円
馬連： 60，384，500円 馬単： 33，478，100円 ワイド： 48，155，400円
3連複： 82，044，200円 3連単： 126，340，600円 計： 467，020，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 110円 � 520円 枠 連（5－6） 250円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 140円 �� 1，850円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 19，700円

票 数

単勝票数 計 376402 的中 � 110065（2番人気）
複勝票数 計 648219 的中 � 116147（2番人気）� 317562（1番人気）� 12169（8番人気）
枠連票数 計 141552 的中 （5－6） 43136（1番人気）
馬連票数 計 603845 的中 �� 176721（1番人気）
馬単票数 計 334781 的中 �� 42245（2番人気）
ワイド票数 計 481554 的中 �� 125273（1番人気）�� 5008（20番人気）�� 6077（17番人気）
3連複票数 計 820442 的中 ��� 12529（15番人気）
3連単票数 計1263406 的中 ��� 4648（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．1―48．8―1：01．4―1：14．1―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マ キ �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Tiznow デビュー 2018．6．17 東京4着

2016．2．4生 牡3鹿 母 Life Well Lived 母母 Well Dressed 8戦1勝 賞金 14，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デイトナビーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22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〕 マスティフ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月22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。



15077 6月22日 雨 良 （1東京3） 第7日 第5競走 ��1，800�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
1：45．9
1：45．6

良
良

611 ブルトガング 牡2芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506 ―1：50．1 1．5�
47 シ ェ ク ロ エ 牝2青 54 丸山 元気小川眞査雄氏 小野 次郎 新冠 秋田牧場 432 ―1：50．74 30．7�
35 コスモタイシ 牡2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 446 ―1：50．91� 37．7�
12 ヨ シ タ カ 牡2栗 54 田中 勝春増田 和啓氏 田島 俊明 新ひだか 小河 豊水 442 ― 〃 アタマ 95．7�
11 リングアベル 牝2青鹿54 津村 明秀�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476 ―1：51．0� 5．4	
816 ロードオマージュ 牡2栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 466 ―1：51．21� 7．9

36 ジェイケイエピファ 牝2青鹿54 内田 博幸小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 462 ―1：51．3クビ 92．5�
510 ザ ン パ ー タ 牡2鹿 54 大野 拓弥山口 裕介氏 田中 博康 平取 船越 伸也 430 ―1：51．61� 99．1�
59 シゲルスイセイ 牡2黒鹿54 横山 典弘森中 蕃氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：51．81� 51．7
48 トーセンソワレ 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 474 ―1：52．43� 198．4�

815 インディードシチー 牡2栗 54 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 下河辺牧場 492 ―1：52．5� 100．0�
612 サイドストーリー 牡2栗 54

53 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 488 ―1：53．03 204．0�
23 ニシノコードブルー 牡2青鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 村上 欽哉 446 ― 〃 クビ 8．6�
24 ニシノゼノビア 牝2栗 54

52 △野中悠太郎西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 448 ―1：53．1クビ 55．1�
714 ラインストリーム 牡2栗 54 西田雄一郎大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 442 ―1：53．2� 147．2�
713 シゲルエリス 牡2黒鹿54 武士沢友治森中 蕃氏 稲垣 幸雄 むかわ ヤマイチ牧場 472 ―1：54．79 264．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，441，200円 複勝： 71，922，300円 枠連： 17，051，000円
馬連： 65，122，800円 馬単： 43，845，100円 ワイド： 46，341，000円
3連複： 82，768，100円 3連単： 134，091，100円 計： 513，582，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 430円 � 430円 枠 連（4－6） 1，750円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 760円 �� 730円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 9，940円 3 連 単 ��� 26，260円

票 数

単勝票数 計 524412 的中 � 266429（1番人気）
複勝票数 計 719223 的中 � 411908（1番人気）� 20299（5番人気）� 19933（6番人気）
枠連票数 計 170510 的中 （4－6） 7551（7番人気）
馬連票数 計 651228 的中 �� 24741（6番人気）
馬単票数 計 438451 的中 �� 14673（8番人気）
ワイド票数 計 463410 的中 �� 16180（8番人気）�� 16872（7番人気）�� 2602（38番人気）
3連複票数 計 827681 的中 ��� 6243（25番人気）
3連単票数 計1340911 的中 ��� 3701（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．2―37．5―49．8―1：02．4―1：15．3―1：26．8―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ブルトガング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit 初出走

2017．2．2生 牡2芦 母 タピッツフライ 母母 Flying Marlin 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ラインストリーム号の調教師武藤善則は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※リングアベル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

15078 6月22日 小雨 良 （1東京3） 第7日 第6競走 ��1，400�3歳未勝利
発走12時55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 ジョガールボニート 牡3青鹿56 D．レーン 髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 B452－ 41：25．6 4．7�
（豪）

713 サンロアノーク 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社
ケイズ 466± 01：26．34 11．5�

12 プラチナポセイドン 牡3芦 56 C．ルメール�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 462－18 〃 ハナ 3．7�
510 シ ュ ン ラ ン 牝3黒鹿54 吉田 豊中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 430± 01：26．4� 73．3�
11 マイネルナイペス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B462± 01：26．61� 17．0�
815 プリマヴォルタ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹ディアレストクラブ� 矢野 英一 新冠 松浦牧場 416－ 61：26．81 53．2	
611 シンボリノワール 牝3青鹿 54

52 △野中悠太郎和田 啓子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 460± 01：27．12 74．4

36 タイトロープウィン 牝3栗 54 三浦 皇成浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 420± 01：27．2� 3．4�
714 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 424＋ 2 〃 アタマ 14．9�
24 ハルシオンデイズ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458－ 21：27．62 15．9

612 ニシノビアンカ 牝3芦 54 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム B462－ 41：27．7� 23．6�
48 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 B492－ 41：28．12� 134．1�
816 ア ラ ニ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 荒木 貴宏 440－ 21：29．69 76．9�
59 ア ウ ト ラ ン 牝3栗 54 江田 照男鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 武 牧場 B470＋ 21：29．7� 119．1�
47 ルンルンヘレンド 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 470－ 21：29．8クビ 426．6�
35 ロードソレイユ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 新開 幸一 様似 様似堀牧場 514＋ 81：30．75 10．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，736，400円 複勝： 58，691，800円 枠連： 21，705，200円
馬連： 79，866，900円 馬単： 33，085，400円 ワイド： 59，075，300円
3連複： 112，786，000円 3連単： 123，715，500円 計： 528，662，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 320円 � 190円 枠 連（2－7） 1，410円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 730円 �� 490円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 24，520円

票 数

単勝票数 計 397364 的中 � 66359（3番人気）
複勝票数 計 586918 的中 � 93774（2番人気）� 39654（6番人気）� 88482（3番人気）
枠連票数 計 217052 的中 （2－7） 11884（6番人気）
馬連票数 計 798669 的中 �� 27225（6番人気）
馬単票数 計 330854 的中 �� 7423（10番人気）
ワイド票数 計 590753 的中 �� 20711（5番人気）�� 32479（4番人気）�� 14214（11番人気）
3連複票数 計1127860 的中 ��� 21625（8番人気）
3連単票数 計1237155 的中 ��� 3657（63番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．4―12．2―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．6―48．0―1：00．2―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．6
3 3，4（2，9）（6，14）（1，8，16）5（7，11，13）10－15，12 4 ・（3，4）（2，9，14）6（1，8）（5，16，13）（10，7）（12，11，15）

勝馬の
紹 介

ジョガールボニート �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．7．21 福島10着

2016．3．7生 牡3青鹿 母 ウ イ ッ チ 母母 エレンディラ 11戦1勝 賞金 13，350，000円
〔その他〕 ルンルンヘレンド号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アウトラン号・ロードソレイユ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22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 タイムファクター号・ハルノツカイ号
※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。



15079 6月22日 小雨 良 （1東京3） 第7日 第7競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

59 レオステップアップ 牡4栗 57 D．レーン �レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 490± 02：13．8 5．8�
（豪）

35 ユ メ ノ サ キ 牡4栗 57 大野 拓弥吉田 千津氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B536－ 42：14．22� 7．2�
11 フィールオーケー 牡3黒鹿54 蛯名 正義吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B474＋ 6 〃 ハナ 30．3�
23 サ ル ー テ 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 560＋ 22：14．51� 23．5�
36 カフェプリンス 牡3鹿 54 吉田 豊西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 510＋ 42：14．6� 61．8�
48 スズノアリュール 牡4鹿 57 武士沢友治新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 490＋10 〃 ハナ 50．7	
713� ジャカンドジョー 牡5鹿 57 柴田 大知井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 474＋ 62：14．7クビ 55．2

24 ファイトアローン 牡4栗 57 C．ルメール�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 554＋ 2 〃 ハナ 2．2�
12 パ シ ー ジ ョ 牡3鹿 54 津村 明秀前田 幸治氏 田中 博康 新ひだか 築紫 洋 464－ 4 〃 クビ 68．9�
815 サミットプッシュ 牡4青鹿57 内田 博幸 キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 474± 02：15．02 9．2�
510 ニューツーリズム 牡3青鹿54 田辺 裕信吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B498＋ 22：15．85 31．0�
612� ア リ ス カ ン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 508－ 62：15．9� 10．9�
611 リキサンゴルト 牡4鹿 57 柴田 善臣 ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 496＋ 32：16．96 144．9�
714 シャルロッテミノル 牝3鹿 52

51 ☆菊沢 一樹吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 528－ 62：17．11 111．4�
47 � エンパイアカラー 	5黒鹿57 三浦 皇成吉澤 克己氏 藤原 辰雄 新冠 ヒカル牧場 502＋ 22：21．6大差 41．5�
816 サクラルーフェン 牡3黒鹿54 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 452± 02：24．2大差 11．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，869，300円 複勝： 61，827，400円 枠連： 22，592，800円
馬連： 84，478，900円 馬単： 35，108，400円 ワイド： 59，827，000円
3連複： 112，440，000円 3連単： 130，191，000円 計： 545，334，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 240円 � 200円 � 640円 枠 連（3－5） 1，950円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，580円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 16，100円 3 連 単 ��� 63，130円

票 数

単勝票数 計 388693 的中 � 53352（2番人気）
複勝票数 計 618274 的中 � 71532（4番人気）� 93062（2番人気）� 20492（7番人気）
枠連票数 計 225928 的中 （3－5） 8940（8番人気）
馬連票数 計 844789 的中 �� 33238（6番人気）
馬単票数 計 351084 的中 �� 8069（10番人気）
ワイド票数 計 598270 的中 �� 21718（6番人気）�� 5803（26番人気）�� 6772（23番人気）
3連複票数 計1124400 的中 ��� 5236（48番人気）
3連単票数 計1301910 的中 ��� 1495（175番人気）

ハロンタイム 7．2―11．6―13．1―13．0―12．8―12．3―12．0―12．6―12．7―12．8―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．8―31．9―44．9―57．7―1：10．0―1：22．0―1：34．6―1：47．3―2：00．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レオステップアップ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．11．4 福島4着

2015．3．19生 牡4栗 母 パ キ ー タ 母母 プリマダンサー 14戦2勝 賞金 20，850，000円
〔その他〕 エンパイアカラー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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〕 サクラルーフェン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 エンパイアカラー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年7月22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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シンコーマーチャン号
※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。

15080 6月22日 小雨 稍重 （1東京3） 第7日 第8競走 ��3，110�第21回東京ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード3：24．8良

68 シングンマイケル �5鹿 60 石神 深一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 454－ 43：29．4 5．7�
11 � マイネルプロンプト �7黒鹿60 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 23：29．5� 2．9�
22 シンキングダンサー 牡6栗 60 金子 光希佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 23：30．35 3．1�
56 ラピッドシップ 牡5黒鹿60 北沢 伸也飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 482± 03：30．4クビ 11．3�
812� メイショウオトコギ �10栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 502－103：31．03� 31．6�
44 アグリッパーバイオ 牡8黒鹿60 西谷 誠バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448－ 43：31．1� 15．4	
711 マイネルピクトル 牡8鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 大典牧場 504± 03：31．52� 39．4

69 シゲルピーマン �4鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 470－ 43：31．71� 73．9�
33 � セガールフォンテン 牡9栗 60 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 498＋ 43：32．12� 139．0�
813� ビットアレグロ 牡10栗 60 蓑島 靖典礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 494－ 23：32．2� 84．4
57 � ユアーザワン 牡7青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 496－ 43：35．8大差 249．6�
45 シゲルボブキャット 牡5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 上村 洋行 新ひだか 三石川上牧場 452－ 8 （競走中止） 38．7�
710 ハルキストン 牡4鹿 60 難波 剛健若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 450－ 4 （競走中止） 6．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，533，000円 複勝： 47，546，300円 枠連： 20，463，600円
馬連： 87，914，400円 馬単： 45，243，800円 ワイド： 54，083，700円
3連複： 145，019，200円 3連単： 216，672，800円 計： 659，476，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 150円 � 120円 � 130円 枠 連（1－6） 790円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 280円 �� 330円 �� 190円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 425330 的中 � 58956（3番人気）
複勝票数 計 475463 的中 � 72875（3番人気）� 113400（1番人気）� 95492（2番人気）
枠連票数 計 204636 的中 （1－6） 19887（2番人気）
馬連票数 計 879144 的中 �� 78706（2番人気）
馬単票数 計 452438 的中 �� 17494（6番人気）
ワイド票数 計 540837 的中 �� 47172（2番人気）�� 37027（3番人気）�� 84322（1番人気）
3連複票数 計1450192 的中 ��� 174439（1番人気）
3連単票数 計2166728 的中 ��� 30277（10番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．3－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シングンマイケル �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2017．1．29 東京2着

2014．4．13生 �5鹿 母 ジェヴォーナ 母母 タケノデュムカ 障害：12戦4勝 賞金 92，401，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 ハルキストン号は，1周目7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。なお，同馬は疾病〔右

後肢跛行〕を発症。
シゲルボブキャット号は，4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。



15081 6月22日 雨 重 （1東京3） 第7日 第9競走 ��1，600�
ひ の

日 野 特 別
発走14時35分 （ダート・左）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

815 タマモカトレア 牝4鹿 55 D．レーン タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 486± 01：35．3 3．5�
（豪）

47 サ ラ ー ブ 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：35．4� 2．3�
23 スズカアーチスト 牝4黒鹿55 江田 照男永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B474－ 2 〃 ハナ 22．1�
24 レディバード 牝4鹿 55 大野 拓弥吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：35．93 48．5�
12 ディーズフェイク 牝4青鹿55 柴田 善臣秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 486＋ 41：36．11� 17．7	
611 スズカスマート 牝5鹿 55 田中 勝春永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 482－ 41：36．31� 174．5

36 レッドエレノア 牝5青鹿55 丸山 元気 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 B544＋ 6 〃 クビ 27．7�
59 リードザウインド 牝4青鹿55 田辺 裕信吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 468－ 21：36．51� 23．1�
48 ラブリーイレブン 牝4栗 55 戸崎 圭太吉野加壽代氏 坂口 智康 日高 浜本牧場 432± 01：36．92� 15．4
35 ショーカノン 牝5鹿 55 柴田 大知吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 516＋ 21：37．22 266．9�
816 アポロレイア 牝4鹿 55 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 472＋ 21：37．41 56．6�
11 サイモンジルバ 牝4鹿 55 藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 454－ 11：37．5� 141．3�
510 コカボムクイーン 牝4黒鹿55 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 472＋ 21：37．71� 91．7�
612 カウントオンイット 牝5栗 55 三浦 皇成飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B514－ 21：38．12� 4．7�
713 テンノサクラコ 牝6黒鹿55 野中悠太郎天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 488－ 61：38．52 190．1�
714 フレッシビレ 牝4栗 55 内田 博幸�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 498－ 41：40．110 155．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，522，800円 複勝： 73，930，100円 枠連： 26，427，200円
馬連： 134，880，300円 馬単： 61，742，200円 ワイド： 83，384，900円
3連複： 165，326，700円 3連単： 230，910，200円 計： 836，124，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 130円 � 310円 枠 連（4－8） 430円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，240円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 16，550円

票 数

単勝票数 計 595228 的中 � 135539（2番人気）
複勝票数 計 739301 的中 � 111291（3番人気）� 197989（1番人気）� 43493（6番人気）
枠連票数 計 264272 的中 （4－8） 46940（1番人気）
馬連票数 計1348803 的中 �� 179270（2番人気）
馬単票数 計 617422 的中 �� 37973（3番人気）
ワイド票数 計 833849 的中 �� 77319（2番人気）�� 15851（15番人気）�� 27088（8番人気）
3連複票数 計1653267 的中 ��� 35374（11番人気）
3連単票数 計2309102 的中 ��� 10110（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．7―46．3―58．3―1：10．3―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 16，6，3，15，4－（10，7）（2，12，14）9（1，8，13）11－5 4 ・（16，6）3，15，4－7，10－（2，12，14）（9，13）1，8，11－5

勝馬の
紹 介

タマモカトレア �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．11．3 京都1着

2015．2．28生 牝4鹿 母 チャームナデシコ 母母 ナ デ シ コ 13戦3勝 賞金 43，878，000円
〔制裁〕 スズカアーチスト号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※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。

15082 6月22日 小雨 重 （1東京3） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

や つ が た け

八 ヶ 岳 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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

33 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 462－ 21：48．0 3．2�
44 ジョブックコメン 牝4黒鹿55 吉田 豊�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 428＋ 41：48．63� 33．9�
55 スーパーフェザー 牡4鹿 57 D．レーン 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 61：48．81	 2．3�

（豪）

11 キングズラッシュ 牡5鹿 57 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 520－ 41：49．01	 21．2�
67 ナイトバナレット 牡5芦 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 41：49．1� 11．0	
22 ヒシヴィクトリー 牡4黒鹿57 石橋 脩阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 490＋ 41：49．52� 5．3

79 キューンハイト 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 2 〃 クビ 215．6�
68 リープフラウミルヒ 牝4黒鹿55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 21：50．03 13．9�
812 デルニエオール 牝4栗 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420＋ 81：50．53 25．9
811 エトルディーニュ 牡5青鹿57 内田 博幸柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 482－ 21：51．24 33．6�
56 ロジスカーレット 牡4鹿 57 三浦 皇成久米田正明氏 国枝 栄 洞
湖 レイクヴィラファーム 440＋ 81：51．41	 88．6�
710 ピ ナ ク ル ズ �6黒鹿57 江田 照男ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 496± 01：52．35 85．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 61，794，100円 複勝： 74，701，200円 枠連： 27，669，800円
馬連： 142，412，100円 馬単： 64，623，900円 ワイド： 81，557，900円
3連複： 188，077，200円 3連単： 275，510，800円 計： 916，347，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 460円 � 120円 枠 連（3－4） 4，590円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 220円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 20，230円

票 数

単勝票数 計 617941 的中 � 150822（2番人気）
複勝票数 計 747012 的中 � 155269（2番人気）� 25389（8番人気）� 201563（1番人気）
枠連票数 計 276698 的中 （3－4） 4666（13番人気）
馬連票数 計1424121 的中 �� 22959（17番人気）
馬単票数 計 646239 的中 �� 7192（23番人気）
ワイド票数 計 815579 的中 �� 14776（15番人気）�� 114955（1番人気）�� 16431（13番人気）
3連複票数 計1880772 的中 ��� 47554（8番人気）
3連単票数 計2755108 的中 ��� 9870（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．1―48．0―1：00．4―1：12．8―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．2

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

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 7戦3勝 賞金 36，132，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピナクルズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22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。



15083 6月22日 小雨 重 （1東京3） 第7日 第11競走 ��
��1，600�アハルテケステークス

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600万円毎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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

33 ワンダーリーデル 牡6鹿 57 戸崎 圭太山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 530± 01：34．8 5．5�
710 サトノアッシュ 牡7鹿 57 野中悠太郎 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 492± 01：35．22	 129．4�
45 ノーブルサターン 牡5黒鹿56 
島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 508± 01：35．3クビ 203．8�
11 ゴ ラ イ ア ス 牡4青鹿57 D．レーン �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 500－ 41：35．51	 2．4�
（豪）

711 ローズプリンスダム 牡5青鹿56 柴田 大知岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 B472± 0 〃 クビ 35．5	
68 � イーグルバローズ 牡5鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder

& N. Cole 544－ 21：35．6クビ 4．5

22 エレクトロポップ 牡6青鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 500＋ 21：35．7	 44．2�
813 タガノディグオ 牡5黒鹿56 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 532＋ 21：35．8	 20．6�
56 イーグルフェザー 牡6鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 490－ 21：35．9	 30．9
812 レッドゲルニカ �6鹿 58 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 558＋101：36．0 14．7�
44 プ ロ ト コ ル 牡8栗 57 柴田 善臣石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B528－ 41：36．42	 49．6�
69 ナムラミラクル 牡6芦 57 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 490－ 41：37．14 5．2�
57 タイセイパルサー 牡6黒鹿57 三浦 皇成田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 486－ 61：38．710 60．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 116，545，100円 複勝： 126，316，900円 枠連： 63，707，300円
馬連： 299，232，500円 馬単： 121，697，100円 ワイド： 159，202，200円
3連複： 432，946，900円 3連単： 618，348，700円 計： 1，937，996，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 2，010円 � 3，300円 枠 連（3－7） 6，290円

馬 連 �� 33，490円 馬 単 �� 51，530円

ワ イ ド �� 8，360円 �� 11，400円 �� 48，740円

3 連 複 ��� 597，990円 3 連 単 ��� 2，504，480円

票 数

単勝票数 計1165451 的中 � 167004（4番人気）
複勝票数 計1263169 的中 � 198486（3番人気）� 14374（12番人気）� 8618（13番人気）
枠連票数 計 637073 的中 （3－7） 7846（19番人気）
馬連票数 計2992325 的中 �� 6924（50番人気）
馬単票数 計1216971 的中 �� 1771（88番人気）
ワイド票数 計1592022 的中 �� 4935（53番人気）�� 3608（60番人気）�� 840（78番人気）
3連複票数 計4329469 的中 ��� 543（254番人気）
3連単票数 計6183487 的中 ��� 179（1368番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．4―45．9―57．8―1：09．8―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 12，7－（1，13）11，2，10，9，3－（5，8）（4，6） 4 12－（7，13）1（2，11）10（9，3）－（5，8）6，4

勝馬の
紹 介

ワンダーリーデル �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．12．5 阪神3着

2013．4．24生 牡6鹿 母 アストレアピース 母母 オカノスピカ 24戦6勝 賞金 122，610，000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。

15084 6月22日 小雨 重 （1東京3） 第7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） （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
1：30．5
1：30．5

良
良

12 リリーバレロ 牝4鹿 55 D．レーン �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：35．8 4．7�
（豪）

36 エピックスター �4鹿 57
54 ▲藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 444＋ 41：35．9	 75．4�

11 トーセンクロノス 牡4鹿 57 西田雄一郎島川 �哉氏 松永 康利 新ひだか 片岡 博 438＋ 11：36．11
 130．0�
611 コールザチューン 牝3鹿 52 横山 典弘 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 480＋ 21：36．52� 15．3�
714 ハーメティキスト 牡3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：37．03 3．4	
23 グレンフィナン �4鹿 57 石橋 脩
G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B478－ 2 〃 アタマ 7．4�
24 � サンノゼテソーロ 牡3芦 54 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス
 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

462＋ 41：37．1クビ 4．7�
815 ネオヴィットーリア 牝5黒鹿55 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 456－ 21：37．41	 43．3
35 シュバルツリッター 牡4青鹿57 内田 博幸ライオンレースホース
 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 468± 01：38．14 13．6�
612 スフバータル 牡6栗 57

55 △野中悠太郎�和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 498－ 51：38．2	 241．7�
510 ブルーグローブ 牝3黒鹿52 戸崎 圭太林 正道氏 矢野 英一 日高 白井牧場 448± 01：38．51	 10．8�
59  シーオブセレニティ 牡4黒鹿57 三浦 皇成ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－11 〃 クビ 41．5�
48 ア キ ン ド 牡3鹿 54

51 ▲山田 敬士小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 490＋ 61：38．92� 219．1�
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 454－ 41：39．75 11．7�
816 ラバストーン 牡3鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 456± 01：39．8	 167．0�
713 プローシブル 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也伊東 純一氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 480－181：47．7大差 266．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 83，709，700円 複勝： 111，135，100円 枠連： 43，244，200円
馬連： 185，291，900円 馬単： 72，640，100円 ワイド： 122，448，800円
3連複： 256，995，900円 3連単： 330，072，500円 計： 1，205，538，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 240円 � 1，470円 � 2，310円 枠 連（1－3） 3，160円

馬 連 �� 19，900円 馬 単 �� 29，670円

ワ イ ド �� 5，860円 �� 6，260円 �� 39，350円

3 連 複 ��� 283，450円 3 連 単 ��� 1，266，150円

票 数

単勝票数 計 837097 的中 � 141824（3番人気）
複勝票数 計1111351 的中 � 150303（2番人気）� 17810（11番人気）� 11116（12番人気）
枠連票数 計 432442 的中 （1－3） 10588（14番人気）
馬連票数 計1852919 的中 �� 7216（45番人気）
馬単票数 計 726401 的中 �� 1836（76番人気）
ワイド票数 計1224488 的中 �� 5414（47番人気）�� 5069（49番人気）�� 798（104番人気）
3連複票数 計2569959 的中 ��� 680（299番人気）
3連単票数 計3300725 的中 ��� 189（1384番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．4―47．7―1：00．5―1：12．0―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．3
3 11，12，7（1，3）（4，16）（2，5，8）（6，13）（9，14）15－10 4 ・（11，12）（1，7）（2，3，4）（5，8）（6，16）（9，13，14）15－10

勝馬の
紹 介

リリーバレロ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．24 東京2着

2015．2．4生 牝4鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 5戦2勝 賞金 17，250，000円
〔発走状況〕 サンディレクション号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔その他〕 プローシブル号は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ボナデア号・ランスマン号
（非抽選馬） 2頭 オープンザウェイ号・バルトフォンテン号
※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。



（1東京3）第7日 6月22日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後重

競走回数 12回 出走頭数 172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

244，250，000円
2，590，000円
18，320，000円
2，010，000円
28，340，000円
71，011，000円
5，618，600円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
633，958，600円
907，856，900円
299，763，500円
1，314，956，400円
614，624，700円
844，838，300円
1，821，370，200円
2，573，350，100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
計 9，010，718，700円

総入場人員 29，394名 （有料入場人員 27，571名）
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