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15025 6月9日 晴 良 （30東京3）第3日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

重
不良

23 タツオウカランブ 牝3栗 54 福永 祐一鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 480＋ 61：26．5 9．7�
36 レガロデルソル 牝3鹿 54 田辺 裕信�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 502＋ 4 〃 クビ 1．6�
12 カ エ デ 牝3栗 54 石川裕紀人木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 468－ 41：27．13� 11．8�
612 サクラノハナビラ 牝3鹿 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 404－ 41：27．31 18．9�
816 エリープラネット 牝3栗 54

52 △武藤 雅谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 418＋ 41：27．51� 6．5�
815 ミッキーマンドリン 牝3鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 日高 白井牧場 460－ 21：28．24 22．6	
47 リネンオーカン 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士戸山 光男氏 武市 康男 日高 前川 義則 478－ 61：28．62� 120．2

59 レインボーボニート 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹�三嶋牧場 菊沢 隆徳 浦河 三嶋牧場 454＋ 21：28．91� 14．8�
713 スーパーヴュー 牝3黒鹿54 田中 勝春藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 408－ 61：29．0� 274．1�
611 チャーミングボイス 牝3鹿 54 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 466 ―1：29．1� 50．9
714 ツィンクルペタル 牝3黒鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム B434± 01：29．2クビ 15．5�
35 デルマアマレット 牝3鹿 54 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486＋121：29．83� 288．2�
510 レイヤーハート 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 394± 0 〃 クビ 79．8�
24 タニセンレディ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也染谷 幸雄氏 高木 登 浦河 梅田牧場 478＋101：30．01� 127．0�
11 イ ケ ヅ キ 牝3栗 54 嘉藤 貴行藤井 孝治氏 高市 圭二 青森 青南ムラカミ

ファーム B460 ―1：33．2大差 128．0�
48 カ シ ノ ナ ミ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也柏木 務氏 加藤 和宏 日高 原田牧場 448＋ 81：34．69 208．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，915，600円 複勝： 72，401，200円 枠連： 14，291，100円
馬連： 66，396，400円 馬単： 36，380，300円 ワイド： 47，724，800円
3連複： 89，775，200円 3連単： 127，619，600円 計： 485，504，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 170円 � 110円 � 200円 枠 連（2－3） 600円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，040円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 11，840円

票 数

単勝票数 計 309156 的中 � 25246（3番人気）
複勝票数 計 724012 的中 � 62284（3番人気）� 399252（1番人気）� 45477（4番人気）
枠連票数 計 142911 的中 （2－3） 18322（2番人気）
馬連票数 計 663964 的中 �� 84954（2番人気）
馬単票数 計 363803 的中 �� 14243（7番人気）
ワイド票数 計 477248 的中 �� 48953（2番人気）�� 10146（13番人気）�� 36880（3番人気）
3連複票数 計 897752 的中 ��� 42734（3番人気）
3連単票数 計1276196 的中 ��� 7809（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．3―36．3―49．2―1：01．7―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タツオウカランブ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．9．16 中山11着

2015．5．10生 牝3栗 母 イズミナイナー 母母 イズミレディ 9戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イケヅキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月9日まで平地競走に出

走できない。
カシノナミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月9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。
（非抽選馬） 1頭 エスパージョー号

15026 6月9日 晴 良 （30東京3）第3日 第2競走 ��
��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

36 ロトヴィグラス 牡3栗 56 嘉藤 貴行國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 456－ 81：19．4 3．1�
11 アテンコール 牡3鹿 56 内田 博幸齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 456＋ 61：19．82� 5．4�
12 メルトポイント 牡3栗 56 田辺 裕信杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 466± 01：20．12 5．6�
48 トミケンバディリ 牡3鹿 56

54 △武藤 雅冨樫 賢二氏 小西 一男 浦河 高昭牧場 482－ 21：20．31� 28．1�
815 トモジャスティス 牡3黒鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 492－ 21：20．51 8．8�
611 シゲルニンジン 牡3黒鹿56 柴田 善臣森中 蕃氏 和田 勇介 日高 スウィング

フィールド牧場 448＋ 21：20．71� 13．2�
714 クインズティガ 牝3栗 54 黛 弘人亀田 和弘氏 奥平 雅士 新ひだか 大滝 康晴 456＋ 21：21．33� 4．4	
35 コトブキポインター 牡3栗 56 勝浦 正樹尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 424－ 8 〃 ハナ 190．9

47 クールフォール 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子田畑 利彦氏 石毛 善彦 日高 Shall Farm 478± 01：21．61	 95．0�
23 ヒナクイックワン 牡3鹿 56 柴田 大知西村 亮二氏 高橋 文雅 新冠 川島牧場 478－ 21：21．7� 155．7�
59 ハーモニーヘルメス 牡3鹿 56 丸山 元気日下部勝德氏 土田 稔 日高 西野 春樹 B510－ 21：22．01	 79．3
612 タニマサベーカ 牡3鹿 56 原田 和真谷 研司氏 栗田 博憲 新冠 堤 牧場 444－ 81：23．38 392．7�
816 ヒロノブシドウ 牡3黒鹿56 江田 照男小野 博郷氏 牧 光二 新冠 長浜牧場 494＋ 41：23．62 15．5�
713 タイムスリップ 牝3栗 54 石川裕紀人佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 462－ 41：25．6大差 186．3�
24 トーシンバルゲルド 牡3鹿 56 的場 勇人長井 純一氏 的場 均 日高 三輪牧場 446－ 81：26．13 271．5�
510 デルマカレドニア 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 390 ―1：27．05 158．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，300，900円 複勝： 45，645，800円 枠連： 17，165，000円
馬連： 58，537，600円 馬単： 28，469，700円 ワイド： 39，247，900円
3連複： 76，179，400円 3連単： 97，865，000円 計： 387，411，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 170円 � 170円 枠 連（1－3） 430円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 340円 �� 350円 �� 420円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計 243009 的中 � 62598（1番人気）
複勝票数 計 456458 的中 � 104103（1番人気）� 64289（4番人気）� 64294（3番人気）
枠連票数 計 171650 的中 （1－3） 30816（1番人気）
馬連票数 計 585376 的中 �� 56616（2番人気）
馬単票数 計 284697 的中 �� 15347（2番人気）
ワイド票数 計 392479 的中 �� 29618（2番人気）�� 28763（3番人気）�� 23131（4番人気）
3連複票数 計 761794 的中 ��� 60307（1番人気）
3連単票数 計 978650 的中 ��� 17296（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．3―41．6―54．0―1：06．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロトヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スマートボーイ デビュー 2018．2．3 東京4着

2015．4．19生 牡3栗 母 プリモエナジー 母母 スズカララバイ 4戦1勝 賞金 7，200，000円
〔制裁〕 ヒロノブシドウ号の騎手江田照男は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・12番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロノブシドウ号・タイムスリップ号・デルマカレドニア号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成30年7月9日まで平地競走に出走できない。
トーシンバルゲルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月9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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 オンディーヌ号・コーズウェイベイ号・シゲルキュウリ号・ステラストラータ号・フォルテドンナ号・

ブラックコニャック号・ロイヤルバースデー号・ロマンスガッサン号

第３回 東京競馬 第３日



15027 6月9日 晴 良 （30東京3）第3日 第3競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

713 スターオンザヒル 牡3黒鹿56 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 488－ 61：38．9 21．1�
46 ラスティユース 牡3栗 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 474± 0 〃 ハナ 4．7�
47 ダンスメーカー 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 486－ 2 〃 クビ 2．3�
611 ゲハイムヴァッフェ 牡3栗 56 戸崎 圭太丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 518－141：39．22 4．7�
815 オペラサンデー 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 430＋ 2 〃 ハナ 19．0�
58 シ モ ン ズ 牡3芦 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 和田 勇介 新ひだか 山口 忠彦 458－ 21：39．3クビ 8．9	
712 キングオブヘヴン �3栗 56 内田 博幸 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 460± 01：39．72� 16．8

35 エスケイファースト 牡3栗 56 横山 和生�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 518＋ 81：40．01� 203．8�
23 コトブキブリアード 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也尾上 松壽氏 高橋 裕 青森 荒谷牧場 510＋ 21：41．59 59．2
22 ペイシャエリート 牡3栗 56 石橋 脩北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット B470－ 4 〃 ハナ 18．7�
814 ベルウッドスワロー 牡3鹿 56 三浦 皇成鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 土田農場 B476＋ 21：41．6� 47．1�
34 ジャンバイカ 牡3栗 56 丹内 祐次西森 鶴氏 高橋 裕 新ひだか ニシケンフアーム 494－ 21：41．7クビ 169．5�
11 キ ュ ビ ッ ト 牡3黒鹿56 田辺 裕信池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 456 ―1：42．01� 31．5�
59 シャイニードラード 牡3栗 56 江田 照男小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 500－ 6 〃 クビ 376．5�
610 ストームフラッシュ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士�ターフ・スポート小桧山 悟 新ひだか 今 牧場 488 ―1：42．1クビ 154．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，404，900円 複勝： 49，973，000円 枠連： 17，374，100円
馬連： 64，190，200円 馬単： 33，725，800円 ワイド： 48，492，300円
3連複： 86，830，300円 3連単： 124，052，400円 計： 455，043，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 300円 � 150円 � 120円 枠 連（4－7） 580円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 7，900円

ワ イ ド �� 640円 �� 630円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 23，770円

票 数

単勝票数 計 304049 的中 � 11496（8番人気）
複勝票数 計 499730 的中 � 28002（6番人気）� 89974（2番人気）� 144012（1番人気）
枠連票数 計 173741 的中 （4－7） 23050（4番人気）
馬連票数 計 641902 的中 �� 17391（11番人気）
馬単票数 計 337258 的中 �� 3199（25番人気）
ワイド票数 計 484923 的中 �� 17799（7番人気）�� 18023（6番人気）�� 57733（1番人気）
3連複票数 計 868303 的中 ��� 38225（4番人気）
3連単票数 計1240524 的中 ��� 3783（70番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．9―12．4―12．8―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．8―48．2―1：01．0―1：13．7―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターオンザヒル �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．11．11 東京14着

2015．4．3生 牡3黒鹿 母 ハローオンザヒル 母母 レミニセントリー 8戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ベルウッドスワロー号の騎手三浦皇成は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）

ベルウッドスワロー号の騎手三浦皇成は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※出走取消馬 ホウオウシザース号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シュネルスト号・ドミネーター号・ムーンケリー号

15028 6月9日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30東京3）第3日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；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

34 マイネルフレスコ 牡7栗 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 23：21．3 5．0�

33 ウインカートゥーン 牡5黒鹿60 小坂 忠士�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 498± 03：21．62 7．5�
814 マスカレードシチー �4青鹿60 原田 和真 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 482＋ 43：22．02� 76．8�
58 � ユキノサンブライト 牝7鹿 58 大庭 和弥井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 460－ 23：22．32 227．9�
813 シ ロ ク ニ �4栗 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 452± 03：22．4� 3．8�
711 ブ ル ノ 牡4栗 60 難波 剛健北山 敏	氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 446－103：22．71	 10．3

712 パドルウィール 牡7芦 60 白浜 雄造 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 4 〃 ハナ 11．8�
22 フォルテメンテ 牡4鹿 60 上野 翔伊東 純一氏 星野 忍 新ひだか 桑嶋 峰雄 510－ 63：23．44 18．9
69 ファンヴィー 牡4栗 60 田村 太雅猿田 栄二氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 518－ 2 〃 ハナ 144．2�
46 ウエスタンパレード 牡7栗 60 森 一馬 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 488－223：24．14 31．0�
11 � バーサーカー 牡6栗 60 金子 光希香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 492－103：27．7大差 107．2�
45 スマートガイア �6鹿 60 浜野谷憲尚トニー倶楽部 古賀 史生 安平 ノーザンファーム B474＋ 23：28．01	 35．1�
57 � マーズアタック 牝5栗 58 小野寺祐太島川 	哉氏 柴田 政人 浦河 バンブー牧場 462＋ 2 （競走中止） 153．2�
610 ケイティープライド 牡8鹿 60 平沢 健治�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 486－10 （競走中止） 3．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，245，700円 複勝： 33，134，900円 枠連： 15，642，800円
馬連： 49，975，100円 馬単： 25，395，000円 ワイド： 33，347，800円
3連複： 70，533，000円 3連単： 96，971，200円 計： 349，245，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 280円 � 1，700円 枠 連（3－3） 2，010円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 600円 �� 6，520円 �� 12，220円

3 連 複 ��� 63，500円 3 連 単 ��� 220，380円

票 数

単勝票数 計 242457 的中 � 38451（3番人気）
複勝票数 計 331349 的中 � 53616（3番人気）� 31975（4番人気）� 3970（10番人気）
枠連票数 計 156428 的中 （3－3） 6014（9番人気）
馬連票数 計 499751 的中 �� 18691（9番人気）
馬単票数 計 253950 的中 �� 5397（12番人気）
ワイド票数 計 333478 的中 �� 15581（5番人気）�� 1265（39番人気）�� 672（53番人気）
3連複票数 計 705330 的中 ��� 833（100番人気）
3連単票数 計 969712 的中 ��� 319（458番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．2－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルフレスコ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2013．11．10 京都6着

2011．5．13生 牡7栗 母 カートゥーン 母母 カリカチユーラ 障害：5戦1勝 賞金 14，880，000円
〔競走中止〕 マーズアタック号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目向正面で競走中止。

ケイティープライド号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 マーズアタック号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目向正面で競走を中止したことについて障害調教再審査〔平

地調教を含む〕。
※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 クリスタルバブルス号
（非抽選馬） 2頭 ブラックドーン号・マイネルヴァッサー号



15029 6月9日 晴 良 （30東京3）第3日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左）

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
1：21．2
1：20．3

良
良

24 レ ノ ー ア 牝2栗 54 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 402 ―1：23．7 60．3�
48 エフティイーリス 牝2黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 422 ― 〃 クビ 12．5�
36 フェルシュテルケン 牡2栗 54 C．ルメール 落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466 ―1：23．8クビ 2．9�
47 グ ラ ナ タ ス 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 438 ― 〃 クビ 2．5�
612 キ ン ジ ト ー 牡2栗 54 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 490 ―1：24．22� 8．1�
713 グレートデー 牡2黒鹿54 津村 明秀 �スピードファーム田中 博康 新冠 スピードフアーム 482 ―1：25．05 38．8	
23 ニシノビアンカ 牝2芦 54 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム 460 ― 〃 クビ 20．0

59 ヴァトナヨークトル 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 474 ―1：25．95 336．7�
611 カウムディー 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 472 ―1：26．11� 178．8�
714 ギ ュ ウ ホ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 424 ― 〃 アタマ 272．8
35 トーセンマティーニ 牡2黒鹿54 横山 和生島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 432 ― 〃 ハナ 251．7�
818 シゲルキャッツアイ 牝2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 土田農場 444 ―1：27．05 114．7�
817 ロシアンブルー 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 新冠 飛渡牧場 416 ―1：27．53 17．4�
510 ロードシュタルク 牡2栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 414 ―1：27．81� 28．7�
816 グレートイソエイ 牡2栗 54

52 △武藤 雅磯部 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 静内酒井牧場 450 ―1：28．11� 277．2�
12 ビレッジクライ 牝2黒鹿54 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 浦河 グランデファーム 434 ―1：28．31� 27．9�
11 カ ナ デ ル ハ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �アフロin El Paso 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 448 ― 〃 クビ 289．4�
715 ア ー ガ イ ル 牡2栗 54 杉原 誠人清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 448 ―1：28．93� 376．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，812，700円 複勝： 47，879，200円 枠連： 19，183，900円
馬連： 71，369，200円 馬単： 35，936，900円 ワイド： 47，259，100円
3連複： 90，783，500円 3連単： 128，382，200円 計： 485，606，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，030円 複 勝 � 1，160円 � 280円 � 160円 枠 連（2－4） 1，670円

馬 連 �� 23，230円 馬 単 �� 50，090円

ワ イ ド �� 6，100円 �� 2，830円 �� 610円

3 連 複 ��� 23，720円 3 連 単 ��� 326，580円

票 数

単勝票数 計 448127 的中 � 6301（10番人気）
複勝票数 計 478792 的中 � 8041（10番人気）� 41837（4番人気）� 102447（2番人気）
枠連票数 計 191839 的中 （2－4） 8874（6番人気）
馬連票数 計 713692 的中 �� 2380（38番人気）
馬単票数 計 359369 的中 �� 538（82番人気）
ワイド票数 計 472591 的中 �� 1909（43番人気）�� 4177（27番人気）�� 21289（5番人気）
3連複票数 計 907835 的中 ��� 2870（60番人気）
3連単票数 計1283822 的中 ��� 285（619番人気）

ハロンタイム 13．4―12．0―12．5―11．9―11．2―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．4―25．4―37．9―49．8―1：01．0―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ノ ー ア �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 トワイニング 初出走

2016．1．31生 牝2栗 母 レッドターキー 母母 レッドレターデイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 シゲルキャッツアイ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 レノーア号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番）
〔調教再審査〕 シゲルキャッツアイ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アーガイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月9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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 ウィローグラウス号・エンパイアシュアー号・シゲルアクアマリン号・タナロット号・テイエムビートル号・

トーセンジンライム号・ネイチャーワンダー号・パゴダ号・フラッシュノワール号

15030 6月9日 晴 良 （30東京3）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

59 ロマンテソーロ 牝3青鹿54 田辺 裕信了德寺健二ホール
ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 442－161：48．2 40．8�

11 ドクターデューン 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 464± 01：48．41� 14．5�
48 ラストマイア 牝3栗 54 横山 和生梶原 哲朗氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 436－ 61：48．5� 8．0�
12 チ ェ ル ヴ ァ 牝3鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 クビ 14．8�
23 カーロバンビーナ 牝3鹿 54

52 △武藤 雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 402＋ 41：48．71� 5．0	
612 ヒメベニサクラ 牝3鹿 54 戸崎 圭太岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 510－ 41：48．8� 11．5

510 エンチャントメント 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 81：49．22� 42．8�
715 ゴールデンフィジー 牝3鹿 54 江田 照男吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 0 〃 アタマ 11．5�
713 ウェディングベール 牝3芦 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 434± 01：49．3� 34．7
36 クイーンズムーヴ 牝3鹿 54 石橋 脩ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 2 〃 ハナ 51．6�
35 ニシノフリヒメ 牝3栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 的場 均 浦河 谷川牧場 412＋ 4 〃 クビ 84．8�
611 サンライズシェル 牝3芦 54 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 2．2�
818 ネイビークロス 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B468＋ 61：49．61� 100．3�
714 フルーツタルト 牝3黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 384＋ 21：49．7� 287．7�
47 グッドトゥヒアー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 山際 智 400－ 61：49．91� 379．5�
817 ハワイアンダンサー 牝3鹿 54 石川裕紀人前迫 義幸氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 468－ 8 〃 クビ 19．7�
24 リルインフィニティ 牝3鹿 54 丹内 祐次西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 494＋ 21：50．43 477．0�
816 アテンプリエ 牝3鹿 54 的場 勇人玉置 潔氏 高橋 義博 浦河 吉田 又治 452 ―1：50．71� 444．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，299，500円 複勝： 72，953，900円 枠連： 22，812，900円
馬連： 92，916，100円 馬単： 42，808，300円 ワイド： 67，588，800円
3連複： 119，375，200円 3連単： 149，333，500円 計： 616，088，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，080円 複 勝 � 830円 � 490円 � 290円 枠 連（1－5） 5，880円

馬 連 �� 35，680円 馬 単 �� 71，030円

ワ イ ド �� 7，840円 �� 4，680円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 75，040円 3 連 単 ��� 689，590円

票 数

単勝票数 計 482995 的中 � 9457（10番人気）
複勝票数 計 729539 的中 � 21062（10番人気）� 38536（8番人気）� 75253（3番人気）
枠連票数 計 228129 的中 （1－5） 3002（21番人気）
馬連票数 計 929161 的中 �� 2018（68番人気）
馬単票数 計 428083 的中 �� 452（136番人気）
ワイド票数 計 675888 的中 �� 2201（63番人気）�� 3713（45番人気）�� 8377（24番人気）
3連複票数 計1193752 的中 ��� 1193（177番人気）
3連単票数 計1493335 的中 ��� 157（1347番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．2―12．7―12．7―12．6―11．8―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．7―48．4―1：01．1―1：13．7―1：25．5―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．5

3 1，4（2，3，8）（5，7，10，12）（13，6，11，17）（9，14，18，15）－16
2
4

1，4，8（2，3，7，10）（5，6，11，12）（13，15，17）（9，16）（14，18）
1，4（2，3，8）（5，13，7，10，12）（6，11，17）（9，14）（18，15）－16

勝馬の
紹 介

ロマンテソーロ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．8．12 新潟13着

2015．4．30生 牝3青鹿 母 ロマンシエール 母母 オグリローマン 5戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 ニシノフリヒメ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）
※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 サクラユニヴァース号・ジョーダンエース号・ベレット号



15031 6月9日 晴 良 （30東京3）第3日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳53�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
2：22．1
2：22．1

良
良

811 エストスペリオル 牡3鹿 53 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 446± 02：27．6 3．0�
79 グリントオブライト 牝5栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 448－ 42：27．91� 3．6�
33 シゲルシイタケ 牡3鹿 53 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 458＋ 22：28．11� 7．8�
55 � ブライトメモリー 牝4黒鹿55 丸山 元気広尾レース� 林 徹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 458－ 42：28．2� 112．0�
67 ブルースカイハーツ 牡4黒鹿 57

55 △武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 436－16 〃 ハナ 19．0	

810 ディスピュート 牡5鹿 57 松岡 正海畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 B438－ 62：28．41� 53．7

44 プ レ ゼ ン ス 牡4黒鹿57 津村 明秀 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 0 〃 クビ 18．6�
11 キャンディストーム 牝4鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 02：28．5クビ 4．2�
78 グ リ ト ニ ル 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 440± 02：28．6� 248．1
22 ミッキーロイヤル 牡4鹿 57 C．ルメール 野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488－ 32：28．7� 7．2�
66 シ ン デ ン 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 486－ 22：29．65 101．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 41，164，200円 複勝： 51，195，300円 枠連： 14，363，500円
馬連： 82，107，200円 馬単： 41，649，000円 ワイド： 49，335，700円
3連複： 97，618，500円 3連単： 166，792，900円 計： 544，226，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 130円 � 190円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 200円 �� 570円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 6，680円

票 数

単勝票数 計 411642 的中 � 109324（1番人気）
複勝票数 計 511953 的中 � 121636（1番人気）� 117245（2番人気）� 50406（5番人気）
枠連票数 計 143635 的中 （7－8） 24367（1番人気）
馬連票数 計 821072 的中 �� 126286（1番人気）
馬単票数 計 416490 的中 �� 30159（1番人気）
ワイド票数 計 493357 的中 �� 76340（1番人気）�� 19275（9番人気）�� 25496（5番人気）
3連複票数 計 976185 的中 ��� 41271（6番人気）
3連単票数 計1667929 的中 ��� 18101（12番人気）

ハロンタイム 13．3―12．0―13．1―12．8―12．7―12．6―12．3―12．2―11．8―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．3―38．4―51．2―1：03．9―1：16．5―1：28．8―1：41．0―1：52．8―2：04．4―2：15．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エストスペリオル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2017．11．11 東京3着

2015．3．2生 牡3鹿 母 メイキアシー 母母 Gwynn 5戦2勝 賞金 16，100，000円

15032 6月9日 晴 良 （30東京3）第3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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

714 ダイワエトワール 牝4黒鹿55 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 518＋ 81：37．7 1．4�
47 フクサンローズ 牝4鹿 55 田辺 裕信小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 458－ 21：37．91� 6．1�
815 アポロマーキュリー 牝4栗 55 石橋 脩アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 466± 01：38．0� 12．9�
35 パイルーチェ 牝4栗 55 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B472＋ 2 〃 クビ 9．8�
611 ポルカシュネル 牝3鹿 52

50 △菊沢 一樹 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468－ 41：38．63� 68．1�
48 ショーカノン 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 500± 0 〃 ハナ 62．9	
510 モリトシラユリ 牝4芦 55 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 488－ 21：38．7クビ 17．6

24 サムシングフレア 牝5鹿 55

53 △武藤 雅阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 484－ 2 〃 クビ 298．7�
612 プロディジャス 牝4鹿 55 杉原 誠人�G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 484－ 21：39．02 88．1
816� マジカルウインド 牝5黒鹿55 大野 拓弥村野 康司氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 470－ 41：39．1クビ 253．8�
12 クリノヴィクトリア 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 440－ 21：39．2� 35．8�
36 ジュブリーユ 牝4芦 55

54 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 482－ 4 〃 クビ 181．0�
23 サ ン ヘ レ ナ 牝5鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 510± 01：40．47 37．2�
713 ホ ノ カ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 2 〃 ハナ 81．0�
59 ローザフェリーチェ 牝3青鹿52 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：41．03� 21．5�
11 グレイスニコ 牝4栗 55 田中 勝春島川 �哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 470－ 41：55．0大差 82．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，195，400円 複勝： 186，422，300円 枠連： 21，133，100円
馬連： 94，561，800円 馬単： 53，072，600円 ワイド： 64，812，400円
3連複： 130，532，100円 3連単： 204，124，000円 計： 796，853，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（4－7） 410円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 180円 �� 260円 �� 650円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，410円

票 数

単勝票数 計 421954 的中 � 226745（1番人気）
複勝票数 計1864223 的中 � 1393630（1番人気）� 108672（2番人気）� 81053（4番人気）
枠連票数 計 211331 的中 （4－7） 39151（1番人気）
馬連票数 計 945618 的中 �� 177285（1番人気）
馬単票数 計 530726 的中 �� 75198（1番人気）
ワイド票数 計 648124 的中 �� 110425（1番人気）�� 61782（3番人気）�� 20462（7番人気）
3連複票数 計1305321 的中 ��� 108769（2番人気）
3連単票数 計2041240 的中 ��� 61362（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．6―49．1―1：01．5―1：13．5―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワエトワール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．12．25 中山6着

2014．2．28生 牝4黒鹿 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 7戦3勝 賞金 31，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイスニコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月9日まで平地競走に

出走できない。



15033 6月9日 晴 良 （30東京3）第3日 第9競走 ��
��2，100�

は ち お う じ

八 王 子 特 別
発走14時35分 （ダート・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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

66 ミキノトランペット 牡4鹿 57 田中 勝春谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 522－102：11．0 2．8�
810 ミッキーポジション 牡3鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 484－ 22：11．74 4．7�
811 カ ブ キ モ ノ 牡5黒鹿57 三浦 皇成國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B508＋ 8 〃 クビ 23．9�
55 � リゾネーター 牡4鹿 57 木幡 巧也 �シルクレーシング 牧 光二 米 Hubert

Vester B542＋ 22：12．33	 7．8�
78 クレディブル 牡3芦 54 内田 博幸清水 二朗氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 502＋ 62：12．83 24．1�
67 
 フレンドミラクル 牡5栗 57 松岡 正海横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 460＋ 22：12．9	 63．3	
22 ワカミヤオウジ 牡3青 54 田辺 裕信芳川 貴行氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 486＋162：13．32	 7．2

11 ダイシンカローリ 牡3栗 54 C．ルメール 大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 510＋ 62：13．4� 5．4�
33 クールエイジア 牡6鹿 57 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 468－ 42：13．5	 127．2
79 シフォンカール 牝5芦 55 菊沢 一樹 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：13．71� 112．7�
44 ナンヨープルートー 牡4鹿 57 戸崎 圭太中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 512＋ 2 〃 クビ 8．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，915，600円 複勝： 74，663，100円 枠連： 18，596，000円
馬連： 119，222，500円 馬単： 52，615，800円 ワイド： 65，516，400円
3連複： 137，264，300円 3連単： 220，834，700円 計： 742，628，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 160円 � 420円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 280円 �� 830円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 10，390円

票 数

単勝票数 計 539156 的中 � 153419（1番人気）
複勝票数 計 746631 的中 � 185716（1番人気）� 125017（2番人気）� 30921（7番人気）
枠連票数 計 185960 的中 （6－8） 27904（1番人気）
馬連票数 計1192225 的中 �� 160650（1番人気）
馬単票数 計 526158 的中 �� 38595（1番人気）
ワイド票数 計 655164 的中 �� 68069（1番人気）�� 18998（11番人気）�� 9206（20番人気）
3連複票数 計1372643 的中 ��� 31344（11番人気）
3連単票数 計2208347 的中 ��� 15402（32番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．6―12．3―12．4―13．0―12．8―12．4―12．2―11．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．3―30．9―43．2―55．6―1：08．6―1：21．4―1：33．8―1：46．0―1：57．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミキノトランペット �
�
父 トランセンド �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2016．9．17 阪神5着

2014．3．21生 牡4鹿 母 インフィニータ 母母 オースミシャロン 15戦4勝 賞金 66，091，000円

15034 6月9日 晴 良 （30東京3）第3日 第10競走 ��
��1，600�

え しま

江 の 島 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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

33 ミュージアムヒル 牝3鹿 52 戸崎 圭太吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 460－ 21：32．7 2．8�
88 ソーグリッタリング 牡4鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 472－121：32．8� 5．2�
66 ヒ ス ト リ ア 牝4鹿 55 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 458＋161：32．9	 17．3�
22 ランガディア 牡4黒鹿57 C．ルメール 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 2．6�
77 オールザゴー 牡4鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 61：33．0� 6．6�
11 エメラルスター 牡4黒鹿57 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 452－ 21：33．32 11．6	
89 
 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 B502－ 41：33．4	 56．9�
55 マ ユ キ 牝7栗 55 勝浦 正樹稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 492－121：34．03� 160．8�
44 
 ヴィーナスアロー 牝4青鹿55 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 浦河 市川フアーム 420＋ 21：36．2大差 227．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 61，085，700円 複勝： 60，857，700円 枠連： 19，428，100円
馬連： 131，057，900円 馬単： 70，244，700円 ワイド： 65，360，400円
3連複： 149，253，300円 3連単： 320，517，900円 計： 877，805，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 180円 � 300円 枠 連（3－8） 660円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 300円 �� 720円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 9，490円

票 数

単勝票数 計 610857 的中 � 173968（2番人気）
複勝票数 計 608577 的中 � 147789（2番人気）� 86046（3番人気）� 39451（6番人気）
枠連票数 計 194281 的中 （3－8） 22546（3番人気）
馬連票数 計1310579 的中 �� 131666（3番人気）
馬単票数 計 702447 的中 �� 40290（4番人気）
ワイド票数 計 653604 的中 �� 62146（3番人気）�� 21919（11番人気）�� 16044（12番人気）
3連複票数 計1492533 的中 ��� 38092（10番人気）
3連単票数 計3205179 的中 ��� 24472（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．1―46．7―58．3―1：09．8―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミュージアムヒル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．6．24 東京2着

2015．3．15生 牝3鹿 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 8戦3勝 賞金 53，142，000円



15035 6月9日 晴 良 （30東京3）第3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，29．6．10以降30．6．3まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

48 サンライズノヴァ 牡4栗 57．5 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 530－ 61：35．3 2．1�
714 サンライズメジャー 牡9栗 56 大野 拓弥松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 488－ 11：35．4� 16．3�
611 オールマンリバー 牡6黒鹿54 田辺 裕信三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 506－ 21：35．71� 15．5�
35 アスカノロマン 牡7栗 57 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520－ 61：35．8� 42．6�
815 ワンミリオンス 牝5鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 470－ 61：35．9クビ 13．0�
59 ローズプリンスダム 牡4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 456－ 61：36．11� 21．9	
23 ロイヤルパンプ 牡6栗 53 吉田 隼人吉田 千津氏 友道 康夫 平取 稲原牧場 528＋ 61：36．41� 46．6

47 バ ン ズ ー ム 牡7鹿 54 蛯名 正義 �いとはんホール

ディングス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 ハナ 119．3�
24 サ ノ イ チ 牡7鹿 53 武藤 雅佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 476＋ 2 〃 クビ 220．9�
816	 ゴールデンバローズ 牡6栗 55 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-

bres Farm 536－ 21：36．5� 8．0
11 コパノチャーリー 牡6栗 55 北村 宏司小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 21：36．7� 43．4�
12 ストライクイーグル 牡5青鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 496－ 61：36．8� 8．5�
612 シュテルングランツ 牡7黒鹿52 西田雄一郎 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム B486＋101：37．86 484．0�
510 キョウエイアシュラ 牡11鹿 53 木幡 巧也田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 456－ 4 〃 クビ 443．9�
36 ブラゾンドゥリス 牡6鹿 57 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 B520＋161：37．9クビ 5．0�
713 トラキチシャチョウ 牡7鹿 53 黒岩 悠 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新冠 村上 欽哉 498＋ 21：38．11� 432．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 109，929，300円 複勝： 171，500，100円 枠連： 65，633，200円
馬連： 362，444，400円 馬単： 158，904，600円 ワイド： 186，440，000円
3連複： 521，159，900円 3連単： 830，088，800円 計： 2，406，100，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 320円 � 290円 枠 連（4－7） 1，600円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 550円 �� 530円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 20，670円

票 数

単勝票数 計1099293 的中 � 417802（1番人気）
複勝票数 計1715001 的中 � 630473（1番人気）� 96179（7番人気）� 111062（5番人気）
枠連票数 計 656332 的中 （4－7） 31669（8番人気）
馬連票数 計3624444 的中 �� 191440（6番人気）
馬単票数 計1589046 的中 �� 53637（8番人気）
ワイド票数 計1864400 的中 �� 90034（6番人気）�� 94027（4番人気）�� 17322（28番人気）
3連複票数 計5211599 的中 ��� 70189（19番人気）
3連単票数 計8300888 的中 ��� 29109（61番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．0―11．9―12．1―12．4―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズノヴァ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2016．11．26 東京1着

2014．4．9生 牡4栗 母 ブライトサファイヤ 母母 リアルサファイヤ 15戦5勝 賞金 163，780，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 アングライフェン号・マッチレスヒーロー号

15036 6月9日 晴 良 （30東京3）第3日 第12競走 ��1，400�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
1：19．5
1：19．0

良
良

713 キューグレーダー 牡3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 510－ 41：20．8 1．9�
510 ミカリーニョ 牝3黒鹿52 福永 祐一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 444＋ 4 〃 アタマ 8．3�
48 ルックアットミー 牝4鹿 55 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 470＋ 41：21．33 27．9�
715 ハイヤーアプシス 牝4黒鹿55 北村 宏司吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 418－ 6 〃 クビ 21．0�
36 グランドピルエット 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 484－ 21：21．4クビ 3．4�
11 ミッキーパパイア 牝3黒鹿 52

50 △菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 464－ 21：21．61� 19．4	
23 フリームーヴメント 牡5栗 57 丸田 恭介ディアレストクラブ
 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 458＋ 41：22．02� 89．4�
35 � ショーストーム 牡5鹿 57

54 ▲横山 武史吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 478－ 4 〃 ハナ 373．0�
47 サイレントサード 牡4栗 57 石橋 脩三田 昌宏氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 482＋ 61：22．1クビ 16．3
816 ニシノオウカン 牡4青鹿57 杉原 誠人西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中本牧場 B436＋ 2 〃 同着 34．2�
59 クラウンクラシック 牡3芦 54 田辺 裕信矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 476－ 21：22．2� 26．2�
612 チェアーグライド �4栗 57

55 △武藤 雅 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 486－101：22．3� 332．2�
818 ムーランナヴァン 牝3鹿 52 石川裕紀人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 426－ 41：22．51	 72．3�
24 � バーンザブリッジ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 初也西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 522± 01：23．03 343．8�
714 キョウエイオビエド 牡3芦 54 丸山 元気田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 460± 01：23．1� 203．4�
12 キセキノムスメ 牝5青鹿55 横山 和生�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 462＋ 61：23．2� 263．8�
611� ナンヨービーナス 牝4鹿 55 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：23．3
 203．5�
817� フ リ ッ カ 牝4栗 55 松岡 正海門野 文典氏 柴田 政人 新ひだか フジワラフアーム 434＋ 11：24．57 437．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 81，102，200円 複勝： 99，677，900円 枠連： 45，724，800円
馬連： 180，387，100円 馬単： 95，429，600円 ワイド： 117，407，600円
3連複： 250，904，400円 3連単： 423，472，900円 計： 1，294，106，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 240円 � 360円 枠 連（5－7） 660円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 410円 �� 790円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 14，720円

票 数

単勝票数 計 811022 的中 � 340803（1番人気）
複勝票数 計 996779 的中 � 336986（1番人気）� 84130（3番人気）� 48624（7番人気）
枠連票数 計 457248 的中 （5－7） 53665（2番人気）
馬連票数 計1803871 的中 �� 155974（2番人気）
馬単票数 計 954296 的中 �� 63864（3番人気）
ワイド票数 計1174076 的中 �� 80845（2番人気）�� 37611（7番人気）�� 13233（19番人気）
3連複票数 計2509044 的中 ��� 37592（11番人気）
3連単票数 計4234729 的中 ��� 20857（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．0―34．3―46．3―57．7―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キューグレーダー �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Broken Vow デビュー 2017．12．28 中山2着

2015．2．13生 牡3栗 母 バグダッドカフェ 母母 Honorable Peace 4戦2勝 賞金 18，200，000円
※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 リュウシンローズ号・ワンダフルボーラー号



（30東京3）第3日 6月9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
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

208，230，000円
16，110，000円
1，120，000円
22，970，000円
71，188，500円
5，442，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
592，371，700円
966，304，400円
291，348，500円
1，373，165，500円
674，632，300円
832，533，200円
1，820，209，100円
2，890，055，100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 9，440，619，800円

総入場人員 25，938名 （有料入場人員 24，587名）
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