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15001 6月2日 晴 良 （30東京3）第1日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

牝，未勝利；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

23 ハ ン ド リ ー 牝3栗 54 大野 拓弥大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B438＋ 21：38．7 3．3�
12 ディーズファクター 牝3青鹿54 三浦 皇成秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464＋ 21：39．44 13．8�
612 ガトーブリランテ 牝3栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 466＋ 21：39．72 17．6�
59 ユーフォルビア 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也ディアレストクラブ� 矢野 英一 日高 野島牧場 436－ 21：39．91� 57．6�
47 アポロプリンセス 牝3栗 54 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B478＋ 2 〃 クビ 7．6	
48 グラスコマチ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太半沢� 菊川 正達 新ひだか 松田牧場 432± 01：40．11 4．1

24 ビ ド ウ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 414－ 8 〃 ハナ 31．6�
510 オモイデイロイロ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 476－ 11：40．2� 141．2�
815 プ ラ ー ナ 牝3鹿 54 黛 弘人 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 468＋121：40．3� 61．7
713 セントリフュージ 牝3鹿 54 蛯名 正義ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 21：40．62 4．9�
11 ナリノリリー 牝3青鹿54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 B452＋ 81：40．7クビ 17．3�
36 マ カ ロ ン 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 460＋ 81：40．91� 223．9�
714 カプリロマン 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士小川 敏夫氏 小桧山 悟 浦河 不二牧場 426＋ 2 〃 ハナ 51．1�
611 インブルーム 牝3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 458＋ 2 〃 クビ 11．6�
35 ウィズデライト 牝3栗 54 勝浦 正樹西村 �平氏 田島 俊明 新冠 スカイビーチステーブル 448－ 21：44．9大差 153．2�
816 カシノベラドンナ 牝3栗 54 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 61：45．43 352．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，378，900円 複勝： 54，281，600円 枠連： 22，719，900円
馬連： 70，577，600円 馬単： 32，904，500円 ワイド： 49，661，500円
3連複： 101，751，000円 3連単： 115，163，100円 計： 477，438，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 330円 � 400円 枠 連（1－2） 1，040円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，120円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 9，430円 3 連 単 ��� 36，300円

票 数

単勝票数 計 303789 的中 � 72905（1番人気）
複勝票数 計 542816 的中 � 125787（1番人気）� 36137（6番人気）� 28717（7番人気）
枠連票数 計 227199 的中 （1－2） 16813（6番人気）
馬連票数 計 705776 的中 �� 29483（7番人気）
馬単票数 計 329045 的中 �� 8534（10番人気）
ワイド票数 計 496615 的中 �� 18814（6番人気）�� 11389（13番人気）�� 4809（30番人気）
3連複票数 計1017510 的中 ��� 8090（34番人気）
3連単票数 計1151631 的中 ��� 2300（119番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―12．3―13．1―13．0―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．2―47．5―1：00．6―1：13．6―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ン ド リ ー �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2017．8．13 新潟9着

2015．4．14生 牝3栗 母 タムロマンサーナ 母母 ミスグローリー 10戦1勝 賞金 10，300，000円
〔発走状況〕 セントリフュージ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィズデライト号・カシノベラドンナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7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。
（非抽選馬） 2頭 アビリティ号・ペイシャデザイヤー号

15002 6月2日 晴 良 （30東京3）第1日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

未勝利；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
1：21．5

重
不良

59 スズカアーチスト 牝3黒鹿54 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B464＋ 41：26．3 17．3�
510 ディナミーデン 牡3芦 56 横山 典弘ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 460± 01：26．72� 1．4�
36 トップフィリア 牡3黒鹿56 田辺 裕信金山 克己氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 456－ 41：26．8クビ 7．2�
714 サンズエーガル 牝3栗 54 嘉藤 貴行天堀 忠博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 武 牧場 B464－ 41：27．11� 81．3�
35 ラ イ ゴ ッ ド 牝3黒鹿54 津村 明秀�明栄商事 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 448＋ 6 〃 アタマ 180．0�
713 ゴ ウ ノ モ ノ 牡3青鹿56 横山 和生岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 470－ 61：27．31� 13．0	
611 ボニータミノル 牝3鹿 54 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 434－121：27．51� 90．3

612 チ ョ ウ ヨ ウ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 436＋14 〃 ハナ 120．8�
47 スマートリゲル 牡3栗 56 武士沢友治トニー倶楽部 星野 忍 浦河 杵臼牧場 484－ 41：27．92� 102．7�
816 クリノクノイチ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 454－ 81：28．0クビ 330．7
24 ランドキングスター 牡3鹿 56 三浦 皇成木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 502－ 21：28．21� 6．2�
815 ペイシャヒカリ 牝3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 新冠 カミイスタット 472＋ 21：28．3クビ 57．8�
23 スマートフォース 牡3栗 56 勝浦 正樹大川 徹氏 粕谷 昌央 日高 本間牧場 500－12 〃 クビ 27．0�
11 テイエムヘニーズ 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 490－101：28．4� 33．2�
12 シ ガ ー ル 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 田中 清隆 新ひだか 藤沢牧場 480＋ 61：29．03� 272．3�
48 ソパドゥルグムシュ 牝3青 54

51 ▲藤田菜七子内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 小野 秀治 416－ 41：30．17 95．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，952，000円 複勝： 108，898，700円 枠連： 14，538，400円
馬連： 57，878，100円 馬単： 36，866，600円 ワイド： 40，481，400円
3連複： 76，358，800円 3連単： 130，185，400円 計： 493，159，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 220円 � 110円 � 170円 枠 連（5－5） 930円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，080円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 20，030円

票 数

単勝票数 計 279520 的中 � 12894（5番人気）
複勝票数 計1088987 的中 � 34762（5番人気）� 801560（1番人気）� 57572（3番人気）
枠連票数 計 145384 的中 （5－5） 12011（4番人気）
馬連票数 計 578781 的中 �� 45795（4番人気）
馬単票数 計 368666 的中 �� 9044（10番人気）
ワイド票数 計 404814 的中 �� 26659（4番人気）�� 8156（12番人気）�� 51521（2番人気）
3連複票数 計 763588 的中 ��� 29318（5番人気）
3連単票数 計1301854 的中 ��� 4710（53番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．0―13．0―12．4―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．5―48．5―1：00．9―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカアーチスト �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．24 中山14着

2015．5．28生 牝3黒鹿 母 アイシースズカ 母母 アイシングスズカ 6戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 シガール号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ゴウノモノ号の騎手横山和生は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カレンナヴォーグ号・ケルース号・トミケンバディリ号・フロイデ号
（非抽選馬） 3頭 コーズウェイベイ号・ダテノライトニング号・ポルックス号

第３回 東京競馬 第１日



15003 6月2日 晴 良 （30東京3）第1日 第3競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

未勝利；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

59 ニシノオクタゴン 牡3青鹿 56
54 △武藤 雅西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 476＋ 62：14．8 5．2�

47 サトノオーサム 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 504 ― 〃 クビ 6．7�
612 オーフルテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B516－ 42：15．54 99．9�

611 ケイツーレアル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 柴田 政人 新ひだか 山野牧場 450± 0 〃 ハナ 42．5�
48 トキメキジュピター 牡3黒鹿56 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 482－ 62：16．24 9．2�
510 ホウオウウィング 牡3青鹿56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 浦河 栄進牧場 470－ 22：17．05 24．9	
23 カイザーヴェッター 牡3青鹿56 内田 博幸 
シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：17．21� 8．6�
24 ネ コ マ ヒ カ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 520－ 22：17．51� 39．3�
714 ロードショー 牡3鹿 56 北村 宏司鶴見 恵理氏 和田 雄二 浦河 有限会社

吉田ファーム 474＋ 42：18．03 162．6
11 マ ト ラ ッ セ 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 472＋ 22：18．31� 3．6�
35 ゲンパチカガヤキ 牡3栗 56 吉田 隼人平野 武志氏 中川 公成 新ひだか 前川 正美 460＋ 42：18．4� 22．7�
713 モダンジャイブ 牡3鹿 56 田辺 裕信 
社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 520＋ 2 〃 クビ 6．2�
816 デカルコマニー 牡3鹿 56 黛 弘人松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 454± 02：18．82� 352．4�
815 キングジョーカ 牡3鹿 56 田中 勝春�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 22：19．43� 10．9�
36 ヴォーグショコラ 牝3鹿 54 丹内 祐次志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 浦新 徳司 454＋ 2 〃 ハナ 196．7�
12 フレンドリーム 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 日の出牧場 476－ 42：20．46 150．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，723，300円 複勝： 46，848，300円 枠連： 16，692，400円
馬連： 66，889，100円 馬単： 31，195，000円 ワイド： 45，183，200円
3連複： 89，960，000円 3連単： 101，343，600円 計： 429，834，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 300円 � 1，980円 枠 連（4－5） 870円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 5，690円 �� 11，130円

3 連 複 ��� 79，000円 3 連 単 ��� 313，990円

票 数

単勝票数 計 317233 的中 � 48126（2番人気）
複勝票数 計 468483 的中 � 63346（2番人気）� 42859（5番人気）� 4993（12番人気）
枠連票数 計 166924 的中 （4－5） 14757（2番人気）
馬連票数 計 668891 的中 �� 18628（11番人気）
馬単票数 計 311950 的中 �� 3972（26番人気）
ワイド票数 計 451832 的中 �� 11113（12番人気）�� 2012（50番人気）�� 1023（64番人気）
3連複票数 計 899600 的中 ��� 854（159番人気）
3連単票数 計1013436 的中 ��� 234（771番人気）

ハロンタイム 7．2―11．6―13．0―13．1―12．7―12．5―12．6―12．8―12．9―12．8―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．8―31．8―44．9―57．6―1：10．1―1：22．7―1：35．5―1：48．4―2：01．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3
9，14（11，16）（3，5，8）15－10（4，12，7）（1，6）－2，13
9，14，11－（16，8）－（5，7）3（15，1，13）12（10，4）－（2，6）

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

勝馬の
紹 介

ニシノオクタゴン �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 Pulpit デビュー 2017．8．26 新潟10着

2015．5．21生 牡3青鹿 母 ニシノシュクラン 母母 アラビックソング 9戦1勝 賞金 9，300，000円
〔発走状況〕 モダンジャイブ号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サノサン号・ボスアンルーリー号

15004 6月2日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30東京3）第1日 第4競走 ��3，100�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

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

11 マテンロウハピネス 牡6鹿 60 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 454－ 83：23．3 10．0�
78 ジャズファンク 牡6鹿 60 平沢 健治市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 496－ 8 〃 クビ 2．1�
66 クロフネフリート 牡7鹿 60 浜野谷憲尚平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 540＋ 23：25．5大差 5．8�
22 � メイショウオトコギ �9栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 494＋ 43：26．67 23．2�
77 エ ル ゼ ロ 牡5鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 504＋123：26．81� 3．9�
44 � ブライアンキング 牡6鹿 60 森 一馬林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 488± 03：28．5大差 75．1	
33 トーアヒミコ 牝5黒鹿58 上野 翔高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 460＋183：28．6� 127．3

55 メイショウタカモリ 牡4芦 60 植野 貴也松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 496－ 23：28．7� 11．2�
810 キングズオブザサン �7芦 60 熊沢 重文 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 474＋ 43：29．33� 32．3
89 アズマタックン 牡5青鹿60 金子 光希東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 490－203：31．5大差 13．0�
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売 得 金
単勝： 25，877，800円 複勝： 26，418，300円 枠連： 13，750，000円
馬連： 44，810，600円 馬単： 28，499，500円 ワイド： 28，496，000円
3連複： 63，029，300円 3連単： 108，093，100円 計： 338，974，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 220円 � 140円 � 190円 枠 連（1－7） 840円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 530円 �� 710円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 13，810円

票 数

単勝票数 計 258778 的中 � 20585（4番人気）
複勝票数 計 264183 的中 � 25587（5番人気）� 61062（2番人気）� 34581（3番人気）
枠連票数 計 137500 的中 （1－7） 12554（4番人気）
馬連票数 計 448106 的中 �� 27384（5番人気）
馬単票数 計 284995 的中 �� 5814（15番人気）
ワイド票数 計 284960 的中 �� 13563（6番人気）�� 9589（12番人気）�� 24167（2番人気）
3連複票数 計 630293 的中 ��� 24947（5番人気）
3連単票数 計1080931 的中 ��� 5673（45番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 51．0－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マテンロウハピネス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Montjeu デビュー 2015．1．25 中京1着

2012．3．6生 牡6鹿 母 レディハピネス 母母 レディパステル 障害：3戦2勝 賞金 21，300，000円

追 加 記 事（第 2回東京競馬第 12 日第 1競走）
〔その他〕　　キンパツムスメ号は，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。



15005 6月2日 晴 良 （30東京3）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左）

牝，新馬；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

33 ジ ョ デ ィ ー 牝2鹿 54
52 △武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 464 ―1：35．9 2．9�

79 ウインゼノビア 牝2栗 54 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 456 ―1：36．22 2．6�
811 クイーンズテイスト 牝2黒鹿54 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464 ―1：36．73 4．9�
67 ナーゲルリング 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 434 ―1：36．8� 13．4�
11 リアルフェイス 牝2栗 54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 416 ―1：37．22� 76．3	
22 ニシノクローデット 牝2鹿 54 石橋 脩西山 茂行氏 中竹 和也 浦河 市正牧場 464 ―1：37．83� 16．7

44 チャーチルクイーン 牝2鹿 54 横山 和生村田 哲朗氏 小野 次郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 498 ―1：38．01 12．2�
55 クリスタルニキータ 牝2黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 日高 タバタファーム 438 ―1：38．63� 28．5�
78 トーアマーブル 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 406 ―1：39．13 122．6
66 ナ ミ ノ ハ ナ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士大久保與志雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 弘之 412 ―1：40．8大差 102．6�
810 ジユウノメガミ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 和田 勇介 新冠 大栄牧場 472 ―1：41．22� 169．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，316，100円 複勝： 42，019，100円 枠連： 12，911，900円
馬連： 64，259，100円 馬単： 38，463，100円 ワイド： 38，929，200円
3連複： 76，882，100円 3連単： 127，109，700円 計： 449，890，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（3－7） 230円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 170円 �� 230円 �� 250円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，870円

票 数

単勝票数 計 493161 的中 � 137462（2番人気）
複勝票数 計 420191 的中 � 99057（2番人気）� 119467（1番人気）� 61368（3番人気）
枠連票数 計 129119 的中 （3－7） 43066（1番人気）
馬連票数 計 642591 的中 �� 132151（1番人気）
馬単票数 計 384631 的中 �� 40552（2番人気）
ワイド票数 計 389292 的中 �� 63365（1番人気）�� 40005（2番人気）�� 36874（3番人気）
3連複票数 計 768821 的中 ��� 119318（1番人気）
3連単票数 計1271097 的中 ��� 49241（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―37．1―49．5―1：01．7―1：13．2―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．2
3 3，7（1，8）（2，9）4（5，11）－10＝6 4 3，7（1，8）（4，2，9）11－5＝10＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジ ョ デ ィ ー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Monsun 初出走

2016．2．7生 牝2鹿 母 ミスティークⅡ 母母 Montfleur 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジユウノメガミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月2日まで平地競走

に出走できない。

15006 6月2日 晴 良 （30東京3）第1日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・左）
未勝利；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
1：19．5
1：19．0

良
良

48 ネイビーアッシュ 牝3青鹿54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：21．0 3．0�
11 マサノアッレーグラ 牝3芦 54 田辺 裕信中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 492－ 81：21．1� 2．8�
714 ファーベライト 牝3黒鹿54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 472＋ 41：21．63 4．0�
611 レディボロニヤ 牝3栗 54 蛯名 正義松本 俊廣氏 尾関 知人 新冠 タニグチ牧場 412－ 41：21．91� 42．8�
818	 バレットテソーロ 牝3鹿 54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 愛 Lynch Bages &
Camas Park Stud 472－ 2 〃 クビ 30．5�

713 タカミツリリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹	アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 446－ 61：22．11 12．2

816 デルマサンブッカ 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅浅沼 廣幸氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 406 ―1：22．41� 147．4�
23 ミヤビチーター 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 472＋ 41：22．82� 15．4�
47 セレブレーション 牝3鹿 54 津村 明秀髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 412－ 61：22．9� 32．3
612 タイガーアイ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 394－ 61：23．21� 206．6�
59 ディアラベンダー 牝3栗 54 武士沢友治田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 460＋ 2 〃 クビ 310．9�
510 デ ィ ー ヴ ォ 牡3鹿 56 柴田 大知松屋 隆士氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム B456－ 21：23．3クビ 194．6�
715 ラブヘネシー 牝3栗 54

51 ▲横山 武史増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 430－ 2 〃 クビ 247．4�
12 クリノエリザベッタ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 490＋ 31：23．4� 232．8�
817 カスカモラス 牝3鹿 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 398＋121：23．5� 402．3�
35 フォレストガーデン 牝3黒鹿54 内田 博幸田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 440＋ 61：24．03 26．0�
24 メイクラウド 牝3鹿 54 伊藤 工真千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 470 ―1：25．06 126．6�
36 コ ロ ン 牝3黒鹿54 北村 宏司石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 378＋ 21：25．21 79．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，203，400円 複勝： 48，866，000円 枠連： 19，355，900円
馬連： 74，076，400円 馬単： 38，550，700円 ワイド： 47，873，100円
3連複： 100，264，700円 3連単： 131，083，400円 計： 494，273，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（1－4） 480円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 210円 �� 240円 �� 280円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 2，520円

票 数

単勝票数 計 342034 的中 � 89556（2番人気）
複勝票数 計 488660 的中 � 120580（1番人気）� 102863（2番人気）� 88672（3番人気）
枠連票数 計 193559 的中 （1－4） 30895（2番人気）
馬連票数 計 740764 的中 �� 114658（1番人気）
馬単票数 計 385507 的中 �� 29483（3番人気）
ワイド票数 計 478731 的中 �� 60430（1番人気）�� 49630（2番人気）�� 40009（3番人気）
3連複票数 計1002647 的中 ��� 132315（1番人気）
3連単票数 計1310834 的中 ��� 37644（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．3―57．6―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネイビーアッシュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dansili デビュー 2017．9．10 中山2着

2015．3．1生 牝3青鹿 母 ダイヤモンドディーバ 母母 Vivianna 6戦1勝 賞金 11，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シーカー号・ララマ号
（非抽選馬） 1頭 ロジスカーレット号



15007 6月2日 晴 良 （30東京3）第1日 第7競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：16．1
1：16．1

重
重

23 ワシントンレガシー 牝4芦 55
53 △武藤 雅吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム B460－ 61：18．4 6．0�

24 モルゲンロート 牡5鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 474± 0 〃 クビ 4．8�
12 ナンベーサン 牡5芦 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 498－ 21：18．5クビ 24．2�
816� フレンチイデアル 牡5鹿 57 北村 宏司杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 504－ 41：18．71� 15．9�
48 タイガーヴォーグ 牡5鹿 57 内田 博幸千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B502± 0 〃 ハナ 2．3�
11 キモンプリンス 牡3芦 54

51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 460－ 41：19．44 52．0�
47 スカイソング 牝4芦 55 武士沢友治西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター B474－ 6 〃 ハナ 179．7	
612� ワンダフルボーラー 牡5鹿 57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B502＋ 41：19．5� 149．8

713� イエローブレイヴ 牡3鹿 54 宮崎 北斗本田 恒雄氏 武市 康男 新ひだか 前田ファーム B522－ 41：19．6クビ 96．6�
611 ポ ン ト ス 牡6鹿 57 大野 拓弥�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B472－ 61：20．13 26．3
815 ベルウッドタマド 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 480± 01：20．2クビ 487．8�
59 ウインアンビション 牡5鹿 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 500－101：20．41� 155．3�
36 � ペイシャスナッチ 牝5鹿 55 江田 照男北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 500＋10 〃 クビ 76．6�
35 ジェイエルスピード 牡3鹿 54 杉原 誠人橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 446－101：21．35 60．9�
510 ラスカルグレイ 	5芦 57

54 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド B464－ 61：21．83 433．2�
714 スーパーアキラ 牡3栗 54 田辺 裕信井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 500± 0 〃 クビ 4．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，649，900円 複勝： 59，659，900円 枠連： 22，149，100円
馬連： 90，586，000円 馬単： 46，865，800円 ワイド： 56，983，500円
3連複： 115，093，400円 3連単： 158，631，200円 計： 591，618，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 180円 � 410円 枠 連（2－2） 1，520円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，470円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 22，980円

票 数

単勝票数 計 416499 的中 � 55131（4番人気）
複勝票数 計 596599 的中 � 71857（4番人気）� 103726（2番人気）� 31019（5番人気）
枠連票数 計 221491 的中 （2－2） 11286（5番人気）
馬連票数 計 905860 的中 �� 44387（5番人気）
馬単票数 計 468658 的中 �� 13032（9番人気）
ワイド票数 計 569835 的中 �� 27583（5番人気）�� 9602（17番人気）�� 14113（11番人気）
3連複票数 計1150934 的中 ��� 13669（18番人気）
3連単票数 計1586312 的中 ��� 5003（66番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．1―11．6―12．1―12．4―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．9―29．0―40．6―52．7―1：05．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワシントンレガシー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2016．8．21 札幌7着

2014．5．20生 牝4芦 母 フロールデセレッソ 母母 フローリッドコート 13戦3勝 賞金 27，850，000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 コスモジョーカー号

15008 6月2日 晴 良 （30東京3）第1日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
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
1：33．8
1：33．3

重
良

59 コスモロブロイ 牡3青鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B514－ 81：37．8 8．3�
47 ポップアップスター 牡4青鹿57 内田 博幸 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 514± 0 〃 ハナ 5．3�
24 キングスヴァリュー 牡3栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B482－ 41：38．01� 3．7�
612 スプリングフット 牡4鹿 57

54 ▲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 490＋ 81：38．31� 14．2�

11 マリームーン 牝3栃栗 52
49 ▲木幡 育也多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 458－ 2 〃 アタマ 2．4	

510 リセンティート 牡4鹿 57 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 508± 01：38．72� 239．2

714	 リープスプラウト 牡4栗 57 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 480－ 61：38．8� 126．7�
713 ブラウンアニマート 牡5黒鹿 57

55 △武藤 雅キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ
ネツ牧場 488＋ 4 〃 ハナ 48．5�

816 シトラスクーラー 
5鹿 57 三浦 皇成G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 468－ 41：38．9� 9．7�
23 ペイシャリサ 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 484＋10 〃 クビ 264．0�
36 サンダーラム 牡3鹿 54 上野 翔 加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 496－ 4 〃 クビ 560．2�
12 ジェイケイマッチョ 牡3鹿 54 蛯名 正義小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 478－ 61：39．0� 44．4�
35 シルヴァーメテオ 牡4芦 57

54 ▲藤田菜七子ライオンレースホース 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 486－ 51：39．21� 53．0�
611	 ゴ ス ペ ル 牝4鹿 55 西田雄一郎サイプレスホール

ディングス合同会社 林 徹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 41：39．41� 475．0�

48 タ ニ ガ ワ 牡5鹿 57
56 ☆木幡 初也江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462－ 61：39．5クビ 108．4�

815	 クリノオスマン 牡4栗 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 464± 01：40．98 218．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，080，400円 複勝： 61，579，300円 枠連： 18，875，900円
馬連： 95，874，600円 馬単： 51，011，600円 ワイド： 59，711，500円
3連複： 121，251，000円 3連単： 171，466，800円 計： 625，851，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 190円 � 160円 � 150円 枠 連（4－5） 1，980円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 570円 �� 450円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 18，440円

票 数

単勝票数 計 460804 的中 � 44173（4番人気）
複勝票数 計 615793 的中 � 75052（4番人気）� 106971（3番人気）� 112745（2番人気）
枠連票数 計 188759 的中 （4－5） 7385（8番人気）
馬連票数 計 958746 的中 �� 36068（8番人気）
馬単票数 計 510116 的中 �� 8809（17番人気）
ワイド票数 計 597115 的中 �� 25751（8番人気）�� 34276（4番人気）�� 42159（3番人気）
3連複票数 計1212510 的中 ��� 40487（6番人気）
3連単票数 計1714668 的中 ��� 6738（58番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．0―12．4―12．2―12．3―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―35．0―47．4―59．6―1：11．9―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．9．3 新潟10着

2015．3．18生 牡3青鹿 母 ヴィクトリアルイゼ 母母 ア タ ラ マ 13戦2勝 賞金 21，820，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 ウインシトリン号
（非抽選馬） 2頭 ノートルスウェ号・ブライトメモリー号



15009 6月2日 晴 良 （30東京3）第1日 第9競走 ��
��1，400�

こ く ぶ ん じ

国 分 寺 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

22 キャンディケイン 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋141：20．4 3．5�

813 キングリッド 牡4鹿 57 松岡 正海吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 444± 01：20．71� 3．2�
34 アドマイヤシナイ 牡4鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞	湖 レイクヴィラファーム 464± 01：20．8
 3．7�
711� ライズスクリュー 牝4栗 55 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 448± 01：21．01
 15．9�
610� フィールザサンダー 牡4鹿 57 大野 拓弥櫻井 正氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 450－ 2 〃 クビ 222．2	
58 カトルラポール 牝5鹿 55 内田 博幸石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 474－ 2 〃 アタマ 10．3

814 アングレーム 牝3黒鹿52 三浦 皇成 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：21．21 11．5�
57 アイアムヒメ 牝3栗 52 木幡 巧也玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 454＋ 2 〃 クビ 31．0�
46 トウショウジャイロ �5黒鹿57 丸田 恭介トウショウ産業 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B508＋ 6 〃 ハナ 69．6�
45 プラトリーナ 牝5鹿 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 414± 01：21．3クビ 18．9�
712 マ デ ィ デ ィ �5鹿 57 西田雄一郎ラ・メール 戸田 博文 米

Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

476－141：21．62 76．1�
11 � シーイズチャンプ 牝4鹿 55 北村 宏司山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502＋ 61：21．81 51．8�
33 チェアーグライド �4栗 57 勝浦 正樹 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 496± 01：22．01� 263．6�
69 サーストンアクセス 牡5黒鹿57 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 和田 勇介 日高 スマイルファーム 460－ 21：23．06 191．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，375，800円 複勝： 63，651，200円 枠連： 23，141，000円
馬連： 117，988，700円 馬単： 53，222，500円 ワイド： 63，550，900円
3連複： 139，205，800円 3連単： 196，630，900円 計： 703，766，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 130円 � 130円 枠 連（2－8） 680円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 360円 �� 290円 �� 220円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 計 463758 的中 � 104563（2番人気）
複勝票数 計 636512 的中 � 94627（3番人気）� 134118（2番人気）� 141060（1番人気）
枠連票数 計 231410 的中 （2－8） 26176（2番人気）
馬連票数 計1179887 的中 �� 102905（3番人気）
馬単票数 計 532225 的中 �� 26338（4番人気）
ワイド票数 計 635509 的中 �� 41589（3番人気）�� 54676（2番人気）�� 81924（1番人気）
3連複票数 計1392058 的中 ��� 134002（1番人気）
3連単票数 計1966309 的中 ��� 35019（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―11．6―11．6―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．1―45．7―57．3―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャンディケイン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cat Thief デビュー 2017．10．7 東京1着

2015．2．1生 牝3黒鹿 母 ス ナ ッ チ ド 母母 Christmas Star 2戦2勝 賞金 17，836，000円

15010 6月2日 晴 良 （30東京3）第1日 第10競走 ��
��2，000�

い な む ら が さ き

稲 村 ヶ 崎 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

57 サトノグラン 牡4青鹿57 戸崎 圭太 �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 486＋ 61：57．9 9．3�
34 ダノンキングダム 牡4栗 57 津村 明秀�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 21：58．11� 6．6�
711 レッドローゼス 牡4鹿 57 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 480± 01：58．2	 2．1�
22 スクエアフォールド 
5鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 474＋ 41：58．3クビ 56．8�
45 シ ョ パ ン 牡5黒鹿57 北村 宏司窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 474－ 41：58．4	 13．3	
813 サブライムカイザー 牡6鹿 57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 504± 0 〃 クビ 51．4

46 フロムマイハート 牝5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 21：58．5	 35．3�
610 リ カ ビ ト ス 牝4鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 426＋ 41：58．7	 4．5�
11 フリージングレイン 牡4鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 518± 0 〃 クビ 9．4
814� シンボリタピット 牡6鹿 57 木幡 巧也シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 490－ 61：59．33� 60．7�
69  フィールドシャルム 牡5鹿 57 田中 勝春岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 486－ 82：00．25 211．5�
33  ミュートロギア 牡5青鹿57 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B506－ 42：00．3� 33．2�
58 ラ ブ タ ー ボ 牝5鹿 55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 西村 和夫 430＋ 22：00．72� 539．0�
712 フジマサエンペラー 
9黒鹿57 武藤 雅藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 494＋ 22：01．44 319．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 60，915，000円 複勝： 112，956，200円 枠連： 29，320，000円
馬連： 163，018，900円 馬単： 72，321，600円 ワイド： 89，373，700円
3連複： 201，412，400円 3連単： 296，942，500円 計： 1，026，260，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 220円 � 180円 � 110円 枠 連（3－5） 2，550円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 6，160円

ワ イ ド �� 850円 �� 430円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 16，950円

票 数

単勝票数 計 609150 的中 � 52117（4番人気）
複勝票数 計1129562 的中 � 80310（4番人気）� 112456（3番人気）� 514165（1番人気）
枠連票数 計 293200 的中 （3－5） 8893（11番人気）
馬連票数 計1630189 的中 �� 43329（10番人気）
馬単票数 計 723216 的中 �� 8794（23番人気）
ワイド票数 計 893737 的中 �� 24426（9番人気）�� 52842（4番人気）�� 82830（2番人気）
3連複票数 計2014124 的中 ��� 81960（6番人気）
3連単票数 計2969425 的中 ��� 12694（48番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．3―11．7―12．3―12．0―11．6―11．8―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．3―34．6―46．3―58．6―1：10．6―1：22．2―1：34．0―1：45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノグラン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2016．11．6 東京4着

2014．2．19生 牡4青鹿 母 スネガエクスプレス 母母 サンスプリング 16戦4勝 賞金 46，568，000円



15011 6月2日 晴 良 （30東京3）第1日 第11競走 ��
��1，400�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

23 ユ ラ ノ ト 牡4栗 57 北村 宏司 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 490＋ 21：23．9 3．1�
48 スピーディクール 牡4栗 57 横山 和生ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 492－ 61：24．22 7．0�
714 ハ ッ ト ラ ブ 牝4鹿 55 横山 典弘服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486＋ 41：24．3� 3．9�
47 マイネルエスパス 牡6青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 520－ 21：24．4� 178．0�
36 ディープミタカ 牡7栗 57 蛯名 正義深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 470± 01：24．61	 230．7	
11 プリサイスエース 牡7栗 57 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 508－ 2 〃 クビ 15．0

816 ブラインドサイド 
9鹿 57 大野 拓弥 �いとはんホール

ディングス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B502＋ 21：24．81 21．0�
713 スリラーインマニラ 
5鹿 57 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 444＋ 2 〃 ハナ 88．8�
611 エメラルエナジー 牡6栗 57 津村 明秀高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B498± 01：24．9クビ 48．6
612 ビービーサレンダー 牡5鹿 57 内田 博幸�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 500± 0 〃 ハナ 28．5�
24 タイセイプレシャス 
6栗 57 三浦 皇成田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 466＋ 4 〃 クビ 22．1�
59 � ト ラ ス ト 牡4芦 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 476－121：25．0クビ 4．2�
12 ペプチドウォヘッド 牡6鹿 57 武藤 雅沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 466＋ 21：25．1� 173．7�
510 リンガスウーノ 牝5栗 55 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 B498＋ 61：25．31	 158．6�
35 チェイスダウン 牡5鹿 57 石橋 脩畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 484± 01：25．61� 18．9�
815 タイセイドリーム 牡8鹿 57 木幡 巧也田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 538± 01：26．55 140．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，711，100円 複勝： 105，849，300円 枠連： 56，969，700円
馬連： 294，665，000円 馬単： 115，962，500円 ワイド： 134，944，800円
3連複： 377，531，000円 3連単： 528，969，500円 計： 1，697，602，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 180円 � 140円 枠 連（2－4） 960円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 470円 �� 290円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 5，800円

票 数

単勝票数 計 827111 的中 � 208896（1番人気）
複勝票数 計1058493 的中 � 210542（1番人気）� 127635（4番人気）� 201880（2番人気）
枠連票数 計 569697 的中 （2－4） 45820（3番人気）
馬連票数 計2946650 的中 �� 199725（4番人気）
馬単票数 計1159625 的中 �� 46661（6番人気）
ワイド票数 計1349448 的中 �� 70463（5番人気）�� 125649（1番人気）�� 74227（4番人気）
3連複票数 計3775310 的中 ��� 214839（2番人気）
3連単票数 計5289695 的中 ��� 66101（8番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．9―12．3―12．2―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．2―47．5―59．7―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユ ラ ノ ト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．5．20 京都4着

2014．2．16生 牡4栗 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 11戦5勝 賞金 69，936，000円
※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） 3頭 オデュッセウス号・ゲマインシャフト号・ハイランドピーク号

15012 6月2日 晴 良 （30東京3）第1日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （芝・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
1：31．3
1：30．7

良
良

712 アルトリウス 牡4鹿 57
54 ▲木幡 育也�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B474－ 21：33．0 3．1�

610 アルミレーナ 牝4芦 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 444± 01：33．32 3．0�
713 ア シ ェ ッ ト 牝3鹿 52

49 ▲横山 武史加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 432＋ 2 〃 ハナ 5．8�
58 グレンフィナン 牡3鹿 54 田辺 裕信�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B488＋ 21：33．62 8．7�
23 カ リ ン バ 牝4鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 416－ 21：33．91� 20．4	
815 ヴィータファン �5鹿 57 石橋 脩猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 466＋141：34．0クビ 15．9

34 セイウンキラビヤカ 牝4鹿 55 北村 宏司西山 茂行氏 池上 昌和 日高 賀張中川牧場 474－ 6 〃 クビ 101．2�
35 マイネルベレーロ 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 486－131：34．1� 187．7�
611 オープンザウェイ 牡6栗 57 吉田 隼人�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 468± 01：34．31� 30．1
47 ネオヴィットーリア 牝4黒鹿 55

53 △武藤 雅小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 448＋101：34．4	 36．7�
22 
 ファストソレル 牝4栗 55

52 ▲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－ 6 〃 ハナ 132．7�

46 ジ ャ ッ キ ー 牡4栗 57 内田 博幸小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 486－ 21：34．61� 10．0�
814 アドナルシー 牡5黒鹿57 勝浦 正樹�辻牧場 中舘 英二 浦河 辻 牧場 492－ 8 〃 同着 259．3�
11 
 タイムトラベル 牝4鹿 55 三浦 皇成島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム B452＋ 41：34．91� 66．5�
59 
 イ シ マ ツ 牡3鹿 54

53 ☆木幡 巧也吉田 勝利氏 石毛 善彦 日高 新生ファーム 440－181：36．38 339．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 71，523，400円 複勝： 88，281，500円 枠連： 41，407，200円
馬連： 174，845，100円 馬単： 78，851，500円 ワイド： 101，899，500円
3連複： 224，229，400円 3連単： 347，533，800円 計： 1，128，571，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 130円 � 160円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 190円 �� 320円 �� 430円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 3，030円

票 数

単勝票数 計 715234 的中 � 182040（2番人気）
複勝票数 計 882815 的中 � 224265（1番人気）� 174579（2番人気）� 111307（3番人気）
枠連票数 計 414072 的中 （6－7） 104084（1番人気）
馬連票数 計1748451 的中 �� 353425（1番人気）
馬単票数 計 788515 的中 �� 75754（2番人気）
ワイド票数 計1018995 的中 �� 158547（1番人気）�� 76325（2番人気）�� 52604（3番人気）
3連複票数 計2242294 的中 ��� 191805（1番人気）
3連単票数 計3475338 的中 ��� 82899（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．3―47．0―58．5―1：09．7―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 15（2，4）（5，7）1（12，14）（3，13）10－（6，8）（9，11） 4 15，4（2，7）5（1，12，14）（13，10）3－（6，8）（9，11）

勝馬の
紹 介

アルトリウス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．8．21 札幌3着

2014．1．28生 牡4鹿 母 レ ジ ネ ッ タ 母母 アスペンリーフ 11戦3勝 賞金 31，112，000円



（30東京3）第1日 6月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

203，170，000円
5，180，000円
13，550，000円
1，430，000円
22，430，000円
72，437，000円
5，210，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
548，707，100円
819，309，400円
291，831，400円
1，315，469，200円
624，714，900円
757，088，300円
1，686，968，900円
2，413，153，000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 8，457，242，200円

総入場人員 28，950名 （有料入場人員 27，432名）
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