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15037 6月9日 曇 重 （1東京3） 第4日 第1競走 ��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

12 アテンフェアリー 牝3黒鹿54 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 464＋ 81：18．3 13．6�
23 セイドアモール 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ

アーム 472＋101：18．62 4．2�
815 レディグレイ 牝3黒鹿54 内田 博幸 �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 464－ 2 〃 ハナ 2．0�
47 ナイスプリンセス 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 454＋ 2 〃 ハナ 8．8�
713 デルマヴェルサイユ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 490－ 21：18．7クビ 10．9	
24 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 436± 01：18．8� 50．0

612 マリノリヴィエール 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 464＋ 61：19．11� 64．9�
48 チ ャ ン ダ ナ 牝3芦 54 田中 勝春�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 468± 01：19．42 33．1�
510 イデアノオモイ 牝3鹿 54 戸崎 圭太益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 426± 01：19．61� 44．4
59 フ ァ ロ 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 466＋ 21：19．81� 46．5�
36 リトルエイト 牝3鹿 54 福永 祐一中村 智幸氏 木村 哲也 新ひだか ケイアイファーム 440＋101：20．01� 8．1�
35 ウジラーサン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也瀬谷 �雄氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 432＋ 81：20．21� 285．5�
611 ペイシャアクティブ 牝3青 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 浦河 杵臼斉藤牧場 482 ―1：20．41� 208．5�
11 パ イ カ ジ 牝3栗 54 柴山 雄一ニッシンレーシング 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 462－181：20．61� 189．3�
714 アニヴェルセル 牝3鹿 54 柴田 大知髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 野坂牧場 480＋ 81：20．81 351．7�
816 イエスユウキャン 牝3青鹿54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 452＋ 61：24．0大差 187．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，117，700円 複勝： 81，451，400円 枠連： 17，016，200円
馬連： 87，092，900円 馬単： 43，724，000円 ワイド： 65，736，300円
3連複： 122，289，200円 3連単： 160，053，000円 計： 626，480，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 260円 � 140円 � 110円 枠 連（1－2） 2，120円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 600円 �� 590円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 15，690円

票 数

単勝票数 計 491177 的中 � 28886（6番人気）
複勝票数 計 814514 的中 � 43167（6番人気）� 124582（2番人気）� 347421（1番人気）
枠連票数 計 170162 的中 （1－2） 6198（9番人気）
馬連票数 計 870929 的中 �� 35507（7番人気）
馬単票数 計 437240 的中 �� 7508（17番人気）
ワイド票数 計 657363 的中 �� 24709（7番人気）�� 25092（6番人気）�� 103663（1番人気）
3連複票数 計1222892 的中 ��� 58320（4番人気）
3連単票数 計1600530 的中 ��� 7392（41番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．5―12．0―12．3―12．3―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．1―29．6―41．6―53．9―1：06．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アテンフェアリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．11．11 東京6着

2016．3．2生 牝3黒鹿 母 ハロウィンパレード 母母 ドーンズヘイロー 8戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ファロ号の騎手菅原明良は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イエスユウキャン号は，「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 クィーンズウェイ号

15038 6月9日 曇 重 （1東京3） 第4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

611 グロリアスホープ 牡3鹿 56 D．レーン �ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B504－ 41：37．0 1．5�
（豪）

48 シゲルグリンダイヤ 牡3鹿 56 戸崎 圭太森中 蕃氏 中野 栄治 安平 追分ファーム 468＋ 21：37．32 6．7�
35 マイティウェイ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 480＋ 41：37．62 9．3�
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 460－ 21：37．81� 7．3�
24 シ ン テ ィ ラ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500＋ 81：38．43� 24．2	

816 サクラパルジファル 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 526＋ 41：38．5� 21．6

612 シゲルブドウセキ 牡3栗 56 江田 照男森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 466－ 2 〃 クビ 84．3�
12 アーチンガイ 牡3鹿 56 黛 弘人泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B480－ 21：38．6クビ 135．9�
713 ジュントモチャン 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡河合 純二氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 448＋ 61：38．7� 58．8
11 キンショーヘイロー 牡3鹿 56 吉田 豊礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 幸 牧場 472＋ 2 〃 アタマ 92．1�
59 ハーモニーロータス 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 日高 川端 正博 476＋ 4 〃 クビ 212．9�
23 ブルーミングブーケ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �コロンバスサークル 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 484 ―1：39．76 38．0�
47 サンピラーアイ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 栄進牧場 490＋ 41：39．8� 129．0�
36 シゲルレッドダイヤ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 上村 清志 508＋ 61：42．3大差 164．3�
510 オリバーヴォーグ 牡3青鹿 56

53 ▲菅原 明良志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 千葉飯田牧場 B498± 01：42．61� 38．1�
815 プレイアディ 牡3鹿 56 松岡 正海加藤 誠氏 田中 剛 日高 渋谷 健作 478＋ 41：50．1大差 115．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，900，200円 複勝： 95，280，200円 枠連： 16，431，000円
馬連： 66，087，600円 馬単： 41，318，800円 ワイド： 51，703，400円
3連複： 94，970，600円 3連単： 146，792，400円 計： 554，484，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（4－6） 440円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 240円 �� 290円 �� 450円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，260円

票 数

単勝票数 計 419002 的中 � 216178（1番人気）
複勝票数 計 952802 的中 � 583240（1番人気）� 87836（2番人気）� 71665（4番人気）
枠連票数 計 164310 的中 （4－6） 28853（1番人気）
馬連票数 計 660876 的中 �� 102431（1番人気）
馬単票数 計 413188 的中 �� 46424（1番人気）
ワイド票数 計 517034 的中 �� 59166（2番人気）�� 46451（3番人気）�� 26322（4番人気）
3連複票数 計 949706 的中 ��� 84268（2番人気）
3連単票数 計1467924 的中 ��� 47039（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―12．8―13．2―13．0―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．3―47．1―1：00．3―1：13．3―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロリアスホープ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 Danehill デビュー 2019．1．12 中山10着

2016．3．27生 牡3鹿 母 マ イ ホ ー プ 母母 Lady Elgar 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルレッドダイヤ号・オリバーヴォーグ号・プレイアディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和元年7月9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〕 ジュントモチャン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月9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。

第３回 東京競馬 第４日



15039 6月9日 曇 稍重 （1東京3） 第4日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時10分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

36 エ ス タ ジ 牝3鹿 54 D．レーン 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B434－ 41：21．2 3．0�
（豪）

713 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 426± 01：22．26 3．4�

510 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 406－ 81：22．3� 254．2�

12 フジマサディープ 牡3鹿 56 三浦 皇成藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 498＋ 61：22．4� 5．1�
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 412± 01：22．61� 7．7�
715 ラインコマンダー 牡3鹿 56 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 446－ 41：22．7� 30．4	
59 コトブキスフェール 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 426－ 6 〃 アタマ 93．3

714 ア マ レ ー ン 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 61：23．01� 32．6�
612 ヒ マ ワ リ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 504－ 2 〃 クビ 16．1�
23 ゲハイムローゼ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 61：23．1� 146．8

24 タイガーストライプ 牡3芦 56 江田 照男�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 456－ 41：23．2� 62．6�
817 ドラゴンエナジー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 株式会社カ
ネツ牧場 B460± 01：23．3� 86．7�

48 トレンドボブ 牝3鹿 54 吉田 豊 �ローレルレーシング 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 432－ 21：23．83 288．1�
818 トーセンバイオ 牝3栗 54 丹内 祐次島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 446＋ 21：24．01� 11．3�
11 ミラクルアゲイン 牝3鹿 54 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 428－ 61：24．21� 89．8�
611 テイエムワンダー 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム
牧場株式会社 428＋201：24．41� 246．6�

35 ムーンシェイプト 牝3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 440－241：26．8大差 58．1�
（17頭）

47 カイラーサナータ 牝3鹿 54 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 ヒカル牧場 474＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 40，300，200円 複勝： 64，990，900円 枠連： 21，370，800円
馬連： 83，602，100円 馬単： 40，847，700円 ワイド： 61，571，000円
3連複： 118，422，800円 3連単： 144，254，400円 計： 575，359，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 140円 � 3，210円 枠 連（3－7） 490円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 250円 �� 9，560円 �� 10，250円

3 連 複 ��� 42，350円 3 連 単 ��� 159，670円

票 数

単勝票数 差引計 403002（返還計 750） 的中 � 107239（1番人気）
複勝票数 差引計 649909（返還計 1448） 的中 � 135056（2番人気）� 147297（1番人気）� 3096（15番人気）
枠連票数 差引計 213708（返還計 51） 的中 （3－7） 33217（1番人気）
馬連票数 差引計 836021（返還計 4219） 的中 �� 114003（1番人気）
馬単票数 差引計 408477（返還計 2065） 的中 �� 28170（3番人気）
ワイド票数 差引計 615710（返還計 4073） 的中 �� 77972（1番人気）�� 1456（56番人気）�� 1358（57番人気）
3連複票数 差引計1184228（返還計 10252） 的中 ��� 2097（85番人気）
3連単票数 差引計1442544（返還計 12568） 的中 ��� 655（347番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―11．8―10．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―46．8―57．7―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ス タ ジ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．21 東京3着

2016．4．2生 牝3鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 6戦1勝 賞金 10，850，000円
〔競走除外〕 カイラーサナータ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔背部挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻6分遅延。
〔制裁〕 ヒマワリ号の騎手石川裕紀人は，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：14番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カイラーサナータ号は，令和元年6月10日から令和元年7月9日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムワンダー号・ムーンシェイプト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

7月9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〕 ミラクルアゲイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ダイゴリュウ号・ハルワタート号・ベルレガッタ号・ルナハーモニー号
※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。

15040 6月9日 曇 稍重 （1東京3） 第4日 第4競走 ��
��2，000�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
1：56．1
1：56．1

良
良

12 カナロアガール 牝3鹿 54 三浦 皇成広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 460＋ 22：03．2 2．7�
48 メ イ オ ー ル 牝3鹿 54 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 450－ 62：03．41� 4．4�
11 フェリスナタール 牡3栗 56 C．ルメール �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 494－ 22：03．61� 3．4�
612 マイネルモーディグ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 松本牧場 468＋ 82：03．7� 22．2�
713 アースドラゴン 牡3鹿 56 丸山 元気松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 472－ 4 〃 アタマ 8．2	
611 アドマイヤクロス 牡3黒鹿56 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 478－ 22：04．01	 36．3

59 シックガニアン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 458＋102：04．21� 53．6�
36 ネクストスクワッド 牡3栗 56 柴山 雄一平田 修氏 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 B428－ 42：04．41� 226．6�
23 シンボリジョーク 牡3栗 56

55 ☆横山 武史和田 啓子氏 菊川 正達 新ひだか 三石川上牧場 B480－ 4 〃 ハナ 25．5
714 ゴールドアックス 牡3鹿 56 津村 明秀 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 414－ 62：04．5� 20．7�
816 アトムアリス 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎永井 廣司氏 松山 将樹 新冠 隆栄牧場 488＋ 42：04．6� 50．9�
815 ミサトテスコ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士戸部 政彦氏 小桧山 悟 新ひだか 木村 秀則 434＋102：05．13 449．5�
47 クワイエットナウ 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 438＋ 6 〃 ハナ 340．6�
35 サバイバルルージュ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅福田 光博氏 和田 雄二 浦河 有限会社
松田牧場 488－ 22：05．42 230．5�

510 ホワイトショーコ 牝3芦 54 江田 照男臼井義太郎氏 本間 忍 日高 シンボリ牧場 450＋ 22：05．5� 178．2�
24 ア ダ マ ー ス 牡3鹿 56 黛 弘人 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 512 ―2：06．13� 33．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，771，400円 複勝： 48，655，400円 枠連： 20，851，400円
馬連： 67，764，000円 馬単： 36，151，000円 ワイド： 52，464，600円
3連複： 96，626，600円 3連単： 135，931，200円 計： 492，215，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（1－4） 390円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 200円 �� 200円 �� 310円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 2，500円

票 数

単勝票数 計 337714 的中 � 99727（1番人気）
複勝票数 計 486554 的中 � 120726（1番人気）� 101970（2番人気）� 86212（3番人気）
枠連票数 計 208514 的中 （1－4） 41177（1番人気）
馬連票数 計 677640 的中 �� 96185（2番人気）
馬単票数 計 361510 的中 �� 29906（3番人気）
ワイド票数 計 524646 的中 �� 68753（2番人気）�� 70858（1番人気）�� 37205（3番人気）
3連複票数 計 966266 的中 ��� 116849（1番人気）
3連単票数 計1359312 的中 ��� 39271（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―26．0―38．2―50．8―1：03．8―1：16．5―1：28．9―1：40．3―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．3

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

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

カナロアガール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．20 東京2着

2016．2．22生 牝3鹿 母 サンデーローザ 母母 アスクローザ 7戦1勝 賞金 13，850，000円
〔制裁〕 カナロアガール号の騎手三浦皇成は，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：8番）
※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



15041 6月9日 曇 稍重 （1東京3） 第4日 第5競走 ��
��1，800�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
1：45．9
1：45．6

良
良

78 ワ ー ケ ア 牡2鹿 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 484 ―1：51．0 1．9�
67 ウインカーネリアン 牡2栗 54 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 476 ―1：51．42� 6．2�
44 ゴ ル コ ン ダ 牡2鹿 54 D．レーン �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 534 ―1：51．5� 4．8�

（豪）

66 コロンドール 牡2栗 54 田辺 裕信栗坂 崇氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 ハナ 54．6�
79 コスモインペリウム 牡2鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 482 ―1：51．6� 35．0	
11 アピテソーロ 牡2青鹿54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 安平 追分ファーム 478 ―1：51．81	 9．1

55 ハーモニーマゼラン 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 512 ―1：52．54 10．3�
33 マラジェッツ 牡2黒鹿54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 446 ―1：52．6クビ 155．5�
811 ペリトモレノ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 448 ―1：52．81	 201．1
22 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 ― 〃 クビ 47．2�
810 スキルショット 牡2鹿 54 丸山 元気横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 474 ―1：56．9大差 43．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 69，574，200円 複勝： 74，383，700円 枠連： 11，796，800円
馬連： 74，242，200円 馬単： 45，570，500円 ワイド： 50，182，000円
3連複： 90，748，500円 3連単： 169，428，600円 計： 585，926，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（6－7） 540円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 220円 �� 180円 �� 380円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，710円

票 数

単勝票数 計 695742 的中 � 300116（1番人気）
複勝票数 計 743837 的中 � 353600（1番人気）� 83451（3番人気）� 99939（2番人気）
枠連票数 計 117968 的中 （6－7） 16831（2番人気）
馬連票数 計 742422 的中 �� 97479（2番人気）
馬単票数 計 455705 的中 �� 39370（2番人気）
ワイド票数 計 501820 的中 �� 57770（2番人気）�� 78281（1番人気）�� 28544（5番人気）
3連複票数 計 907485 的中 ��� 99142（1番人気）
3連単票数 計1694286 的中 ��� 45170（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―38．7―51．9―1：04．9―1：17．5―1：28．6―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワ ー ケ ア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Oratorio 初出走

2017．2．12生 牡2鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スキルショット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月9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。

15042 6月9日 曇 重 （1東京3） 第4日 第6競走 ��1，400�3歳未勝利
発走13時00分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

35 カーリングストーン 牡3鹿 56
55 ☆菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 472＋141：24．9 6．2�

816 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＋ 2 〃 クビ 4．3�
59 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 B466＋ 21：25．11 12．6�
11 トーセンアトランタ 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 小野 次郎 浦河 大島牧場 470± 01：25．31� 7．9�
510 ノワールムーティエ 牡3青鹿56 丸山 元気吉田 和美氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 クビ 6．8�
714 ア マ ゾ ニ カ 牝3栗 54 津村 明秀ディアレストクラブ	 矢野 英一 新ひだか 山野牧場 452＋101：25．4クビ 14．3

611 キアレッツァ 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 424－ 21：25．5� 15．1�
36 ペイシャジュエル 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 新冠 ラツキー牧場 B480± 0 〃 アタマ 4．8
612 カフェサーバル 牝3鹿 54 松岡 正海西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 494－ 81：25．71� 82．1�
815 フルヒロブラック �3青鹿56 嘉藤 貴行古岡 宏仁氏 田中 清隆 平取 清水牧場 B432－101：25．91 333．0�
24 テンノウザン 牡3黒鹿56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 456－ 21：26．43 22．5�
23 ゴールドブリオン 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 412＋ 6 〃 ハナ 157．8�
12 ハ ナ ギ リ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 484＋181：26．71� 16．2�
47 ス テ ー ロ 牡3鹿 56 大野 拓弥金山 敏也氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド B488－ 41：26．91 46．0�
713 ヒロリリイブ 牝3栗 54 伊藤 工真石川 博氏 金成 貴史 新冠 小泉牧場 498＋101：27．21� 96．1�
48 マイネルフィースト 牡3青鹿56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 浦河 大北牧場 476－ 61：27．3� 151．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，053，100円 複勝： 68，919，500円 枠連： 29，140，000円
馬連： 97，656，800円 馬単： 40，811，700円 ワイド： 70，501，200円
3連複： 138，909，900円 3連単： 155，293，800円 計： 643，286，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 180円 � 280円 枠 連（3－8） 680円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，110円 �� 870円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 26，530円

票 数

単勝票数 計 420531 的中 � 54140（3番人気）
複勝票数 計 689195 的中 � 90196（3番人気）� 112803（1番人気）� 56802（6番人気）
枠連票数 計 291400 的中 （3－8） 33097（2番人気）
馬連票数 計 976568 的中 �� 43313（5番人気）
馬単票数 計 408117 的中 �� 8911（10番人気）
ワイド票数 計 705012 的中 �� 31553（3番人気）�� 15804（14番人気）�� 20688（9番人気）
3連複票数 計1389099 的中 ��� 20783（13番人気）
3連単票数 計1552938 的中 ��� 4243（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．2―47．5―59．9―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カーリングストーン �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2019．1．5 中山14着

2016．4．17生 牡3鹿 母 アドマイヤトパーズ 母母 アドマイヤラピス 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ペイシャジュエル号の騎手山田敬士は，向正面での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：5番）
〔3走成績による出走制限〕 ゴールドブリオン号・フルヒロブラック号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年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 ピスタロッソ号



15043 6月9日 曇 重 （1東京3） 第4日 第7競走 ��
��2，100�3歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

714 ギガバッケン 牡4鹿 57 D．レーン �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 550－122：09．7 12．0�

（豪）

815 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 552＋ 22：09．91� 4．2�
816	 ア リ ス カ ン 牡5黒鹿57 福永 祐一髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 514－ 2 〃 クビ 32．1�
59 レオステップアップ 牡4栗 57 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 490± 02：10．0
 59．8�
47 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 B540＋12 〃 アタマ 5．0�
23 サクララージャン 牡3青鹿54 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 488＋ 22：10．85 25．9	
611 ベルウッドカザン 牡3黒鹿54 嘉藤 貴行鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 486－ 42：11．01� 26．7

612 ベンガラグンジョウ 牡3鹿 54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 520± 0 〃 ハナ 4．7�
713 トモジャタイクーン 牡4鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 500＋ 42：11．1
 17．2�
24 � ベルゲンハーバー 牡3栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 米 Tim Thornton 450± 02：11．31� 10．1
11 ピ ン シ ェ ル 牡3鹿 54 吉田 豊岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム 520－ 22：11．4 7．4�
35 ユキノアンビシャス 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 492± 02：11．61� 31．4�
36 ハ ン ド リ ー 牝4栗 55

54 ☆武藤 雅大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B448－ 12：11．91
 133．1�
48 	 トモジャプリマ 牝5黒鹿 55

54 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 460＋ 22：12．0 111．0�
510 オ オ ゾ ラ 牡3鹿 54 石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 524± 02：12．1クビ 20．1�
12 ハ イ チ ー ズ 牡4鹿 57 松岡 正海 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 500－ 62：12．31� 131．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，538，100円 複勝： 73，810，500円 枠連： 27，696，700円
馬連： 110，497，600円 馬単： 44，539，400円 ワイド： 81，492，500円
3連複： 152，789，100円 3連単： 166，443，500円 計： 704，807，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 410円 � 180円 � 970円 枠 連（7－8） 1，220円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 860円 �� 3，710円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 13，820円 3 連 単 ��� 66，590円

票 数

単勝票数 計 475381 的中 � 31669（6番人気）
複勝票数 計 738105 的中 � 43899（7番人気）� 133409（1番人気）� 16175（12番人気）
枠連票数 計 276967 的中 （7－8） 17486（4番人気）
馬連票数 計1104976 的中 �� 32824（7番人気）
馬単票数 計 445394 的中 �� 5615（21番人気）
ワイド票数 計 814925 的中 �� 25321（5番人気）�� 5494（43番人気）�� 10500（24番人気）
3連複票数 計1527891 的中 ��� 8290（45番人気）
3連単票数 計1664435 的中 ��� 1812（206番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．4―30．3―42．4―55．1―1：08．3―1：20．9―1：33．3―1：45．4―1：57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ギガバッケン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．10．22 東京14着

2015．2．18生 牡4鹿 母 ウインディーヒル 母母 ブリュメール 14戦2勝 賞金 20，200，000円
〔発走状況〕 ベンガラグンジョウ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 サルーテ号・シンコーマーチャン号・デルマアブサン号・ニューツーリズム号・リキサンゴルト号・

ワンダーラジャ号
※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。

15044 6月9日 曇 稍重 （1東京3） 第4日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・左）（500万円以下）

牝；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
1：30．5
1：30．5

良
良

59 リープフラウミルヒ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �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 430＋121：33．7 8．1�

611 メ ッ シ ー ナ 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 3．5�
712 グレイテスト 牝3芦 52 三浦 皇成荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 462＋101：34．01� 2．9�
46 モズレジーナ 牝3鹿 52 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 420－ 21：34．21� 7．0�
713 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 458＋ 81：34．3� 42．8	
11 ミッキーパパイア 牝4黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 472－ 21：34．4� 15．0

610 プレイズラン 牝4栗 55

54 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 456± 01：34．71� 147．2�
23 エリスライト 牝4鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：34．8� 20．6�
47 	 シルヴェーヌ 牝4鹿 55 内田 博幸西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 456－ 31：34．9� 154．6
34 チビラーサン 牝3栗 52 松岡 正海瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 440＋ 61：35．22 5．7�
814	 コスモフェリーク 牝4栗 55

52 ▲藤田菜七子栗嶋 豊明氏 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 21：36．26 63．1�
58 アートシュアリー 牝4黒鹿 55

54 ☆武藤 雅森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 412－101：36．62� 128．3�
815 ヤマニンルサリー 牝5鹿 55 大野 拓弥土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 462－ 21：36．7� 171．7�
35 	 ディーズエフォート 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 470＋121：37．01� 444．7�
22 	 クリノエリザベッタ 牝4栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 むかわ 貞広 賢治 488－ 81：37．21� 371．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，535，700円 複勝： 69，203，100円 枠連： 20，317，400円
馬連： 113，810，500円 馬単： 47，754，400円 ワイド： 70，364，300円
3連複： 133，410，600円 3連単： 179，664，400円 計： 689，060，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 190円 � 140円 � 140円 枠 連（5－6） 1，600円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 490円 �� 420円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 11，350円

票 数

単勝票数 計 545357 的中 � 53220（5番人気）
複勝票数 計 692031 的中 � 79087（5番人気）� 144053（1番人気）� 137575（2番人気）
枠連票数 計 203174 的中 （5－6） 9791（7番人気）
馬連票数 計1138105 的中 �� 54383（7番人気）
馬単票数 計 477544 的中 �� 9347（14番人気）
ワイド票数 計 703643 的中 �� 33786（7番人気）�� 40619（6番人気）�� 84136（1番人気）
3連複票数 計1334106 的中 ��� 88238（3番人気）
3連単票数 計1796644 的中 ��� 11468（29番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―11．8―12．0―11．4―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．7―46．5―58．5―1：09．9―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．2
3 12，14，5，2，7（4，6，8）（1，10）（9，15）（3，13）11 4 12，14－（5，7）（2，4，6，8）（1，9，10）15（3，11，13）

勝馬の
紹 介

リープフラウミルヒ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．6．11 東京2着

2015．3．28生 牝4黒鹿 母 ピ ノ ブ ラ ン 母母 フェートデュヴァン 19戦2勝 賞金 31，348，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



15045 6月9日 曇 重 （1東京3） 第4日 第9競走 ��
��1，400�

こ が ね い

小 金 井 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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 メイショウミライ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 488＋ 61：22．9 2．3�
815 ミ ス パ イ ロ 牝5黒鹿55 松岡 正海村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 486－ 4 〃 ハナ 17．1�
612 トークフレンドリー 牡4芦 57 勝浦 正樹吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 486± 01：23．11� 60．4�
59 アルベルティーヌ 牝4黒鹿55 柴山 雄一村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 444＋ 41：23．2クビ 19．2�
35 サンタナブルー 牡7黒鹿57 丸山 元気 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 474－101：23．41� 17．7�
47 カレイドスコープ 牝4鹿 55 菊沢 一樹	グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 484± 01：23．5	 15．0

713 ク ー リ ュ 牝5鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 484＋121：23．81
 13．2�
816 オレノマニラ 牡4栗 57 菅原 明良諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 432＋ 21：23．9	 57．1�
611 フレッシビレ 牝4栗 55 田辺 裕信	グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 502± 01：24．11	 37．3
11 ハ ル サ カ エ 牝3鹿 52 藤田菜七子齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 490－ 8 〃 クビ 6．1�
23 グラスルーナ 牝4栗 55 木幡 巧也半沢	 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 488－ 61：24．63 129．2�
714� ティアップサンダー 牡7黒鹿57 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 492＋ 21：24．7クビ 153．9�
510 スワンボート 牡9鹿 57 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 486＋101：24．91 374．2�
36 タイセイストーム 牡7青鹿57 津村 明秀田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 504＋141：25．43 35．7�
48 カ ネ ノ イ ロ 牡6鹿 57 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 482＋ 41：25．61	 158．3�
12 インバウンド 牝3鹿 52 中谷 雄太保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 484－ 61：25．91
 4．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，702，200円 複勝： 72，839，600円 枠連： 35，324，500円
馬連： 140，966，600円 馬単： 63，537，100円 ワイド： 84，077，600円
3連複： 194，471，200円 3連単： 265，721，200円 計： 913，640，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 380円 � 1，490円 枠 連（2－8） 1，640円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，090円 �� 13，200円

3 連 複 ��� 28，980円 3 連 単 ��� 90，910円

票 数

単勝票数 計 567022 的中 � 190493（1番人気）
複勝票数 計 728396 的中 � 198918（1番人気）� 42214（6番人気）� 9011（12番人気）
枠連票数 計 353245 的中 （2－8） 16643（8番人気）
馬連票数 計1409666 的中 �� 54239（8番人気）
馬単票数 計 635371 的中 �� 16683（11番人気）
ワイド票数 計 840776 的中 �� 31093（6番人気）�� 10208（21番人気）�� 1570（69番人気）
3連複票数 計1944712 的中 ��� 5032（78番人気）
3連単票数 計2657212 的中 ��� 2119（250番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．6―58．7―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウミライ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2017．10．28 京都8着

2015．4．28生 牡4栗 母 メイショウヒミコ 母母 サルガソシー 13戦3勝 賞金 46，534，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サクレディーヴァ号
（非抽選馬）11頭 イメル号・カタナ号・キタサンタイドー号・クリノレオノール号・ディーズフェイク号・ハーモニーライズ号・

ペイシャエヴァー号・ペイシャネガノ号・メイショウアテン号・メイショウラビエ号・ライトオブピース号

15046 6月9日 曇 稍重 （1東京3） 第4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，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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．5

良
良

46 アントリューズ 牡3鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：33．3 3．9�
69 ナイトバナレット 牡5芦 57 中谷 雄太 �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 476＋ 21：33．83 20．4�
11 クインズサン 牡6青 57 野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 468－ 2 〃 クビ 4．7�
711 サ ン ク ロ ワ 牡6栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B478＋ 61：33．9クビ 9．1�
58 オーヴォドーロ 牝4黒鹿55 福永 祐一諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462－ 41：34．11 5．9	
57 トゥザフロンティア 牡4鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B504＋ 21：34．2� 8．2

712 ハイアーグラウンド 	5鹿 57 内田 博幸小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 クビ 13．8�
813 ロードアルバータ 	5青鹿57 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 460＋12 〃 クビ 32．1�
22 ロフティフレーズ 牝4黒鹿55 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 454＋ 41：34．41
 18．6
45 � メイショウタカトラ 牡5黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 500＋ 41：34．5� 70．1�
34 パルクデラモール 牝4鹿 55 武 豊�G1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 468＋10 〃 ハナ 8．2�
33 � ウインハイラント 牡5鹿 57 松岡 正海�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 61：34．81� 35．1�
610 ヴィータファン 	6鹿 57 木幡 巧也猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 464－ 61：35．33 78．0�
814 プッシュアゲン 牡6栗 57 武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 508± 0 〃 ハナ 186．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 63，871，000円 複勝： 82，893，300円 枠連： 40，038，400円
馬連： 196，036，000円 馬単： 77，061，900円 ワイド： 102，070，800円
3連複： 251，740，000円 3連単： 318，412，300円 計： 1，132，123，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 340円 � 170円 枠 連（4－6） 3，990円

馬 連 �� 4，860円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 400円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 39，870円

票 数

単勝票数 計 638710 的中 � 129925（1番人気）
複勝票数 計 828933 的中 � 141223（2番人気）� 49845（7番人気）� 142029（1番人気）
枠連票数 計 400384 的中 （4－6） 7760（16番人気）
馬連票数 計1960360 的中 �� 31204（21番人気）
馬単票数 計 770619 的中 �� 7533（34番人気）
ワイド票数 計1020708 的中 �� 16420（22番人気）�� 72900（1番人気）�� 17524（21番人気）
3連複票数 計2517400 的中 ��� 31625（20番人気）
3連単票数 計3184123 的中 ��� 5789（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．5―47．3―59．2―1：10．6―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アントリューズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Eltish デビュー 2018．7．21 福島7着

2016．1．31生 牡3鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 6戦3勝 賞金 30，504，000円
〔制裁〕 メイショウタカトラ号の騎手蛯名正義は，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・

10番・12番）

１レース目 ３レース目



15047 6月9日 雨 稍重 （1東京3） 第4日 第11競走 ��
��1，800�第36回エプソムカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・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3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎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）

エプソム競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

69 レ イ エ ン ダ 牡4黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486± 01：49．1 8．6�
46 サ ラ キ ア 牝4鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：49．2	 14．3�
34 ソーグリッタリング 牡5鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 484－ 41：49．41 3．8�
11 
 ショウナンバッハ 牡8鹿 56 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 458± 01：49．61� 79．4�
712 ブレスジャーニー 牡5鹿 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 460＋ 6 〃 クビ 21．4	
57 プロディガルサン 牡6鹿 56 D．レーン 金子真人ホール

ディングス
 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514± 01：49．7	 5．5�
（豪）

813 アンノートル 牡5鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 日高 山際 辰夫 502± 01：49．8	 11．8�
33 � ストーンウェア 牡7鹿 56 中谷 雄太吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 460－ 41：49．9クビ 117．6
711 カ ラ ビ ナ 牡6鹿 56 武藤 雅ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514± 01：50．0 21．1�
58 ミッキースワロー 牡5鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 480－ 21：50．1	 4．0�
22 ハクサンルドルフ 牡6黒鹿56 大野 拓弥河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 21：50．31� 56．8�
814 ダノンキングダム 牡5栗 56 三浦 皇成
ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 クビ 8．0�
45 アップクォーク 牡6黒鹿56 津村 明秀 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 512± 01：50．72 24．0�

（13頭）
610 ソウルスターリング 牝5青鹿55 武 豊 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 281，347，100円 複勝： 331，866，200円 枠連： 174，205，600円 馬連： 895，823，800円 馬単： 342，297，100円
ワイド： 461，378，100円 3連複： 1，393，831，600円 3連単： 2，000，490，700円 5重勝： 511，449，400円 計： 6，392，689，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 310円 � 430円 � 180円 枠 連（4－6） 3，920円

馬 連 �� 5，670円 馬 単 �� 10，020円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 1，020円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 10，140円 3 連 単 ��� 68，720円

5 重 勝
対象競走：東京9R／阪神10R／東京10R／阪神11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 679，340円

票 数

単勝票数 計2813471 的中 � 258813（5番人気）
複勝票数 計3318662 的中 � 264702（5番人気）� 172964（8番人気）� 572660（2番人気）
枠連票数 計1742056 的中 （4－6） 34387（15番人気）
馬連票数 計8958238 的中 �� 122274（25番人気）
馬単票数 計3422971 的中 �� 25611（45番人気）
ワイド票数 計4613781 的中 �� 56221（29番人気）�� 119188（9番人気）�� 87978（16番人気）
3連複票数 計13938316 的中 ��� 103036（36番人気）
3連単票数 計20004907 的中 ��� 21105（267番人気）
5重勝票数 計5114494 的中 ����� 527

ハロンタイム 13．5―12．2―12．7―12．9―12．6―12．3―11．0―10．8―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．7―38．4―51．3―1：03．9―1：16．2―1：27．2―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．2―3F32．9

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

勝馬の
紹 介

レ イ エ ン ダ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．7．30 札幌1着

2015．1．30生 牡4黒鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 8戦4勝 賞金 96，260，000円
〔出走取消〕 ソウルスターリング号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
※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。

15048 6月9日 雨 重 （1東京3） 第4日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走16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
1：33．8
1：33．3

重
良

815 データヴァリュー 牡5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 466－141：36．6 7．2�
47 キ ル ロ ー ド 牡4鹿 57 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 494± 0 〃 ハナ 2．9�
612 グッバイガール 牝3黒鹿52 戸崎 圭太吉田 千津氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 488－ 61：37．02� 14．2�
12 クワトロダッシュ 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン
ズファーム 490＋ 8 〃 アタマ 8．4�

11 ペイシャムートン 牡3青鹿54 内田 博幸北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 516－ 4 〃 ハナ 11．1	
23 ゴールドフレーム 牡3栗 54 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 468－ 61：37．21 4．4

35 シングシングシング 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅 �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B472＋16 〃 アタマ 99．0�

713 カウンターエア 牡3鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 546＋ 6 〃 ハナ 7．8�
816� ブレイブウォリアー 牡5青鹿57 武士沢友治谷口 祐人氏 小桧山 悟 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－10 〃 クビ 86．5
611 キ ュ ア ン 牡3鹿 54

51 ▲藤田菜七子松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 502－ 21：37．3� 30．2�
714 キ ュ リ オ ス 牡3栗 54

53 ☆横山 武史中村 祐子氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 470＋ 61：37．72� 30．5�
36 ネ コ マ ヒ カ 牡4栗 57

55 △野中悠太郎節 英司氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 522－ 21：37．8� 76．2�
510� リーガルオフィス �6鹿 57

54 ▲菅原 明良山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 458－ 61：38．01� 191．5�
59 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 446＋ 2 〃 クビ 289．5�
48 マ ク ル ー バ 牝4芦 55 石川裕紀人畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 468＋ 61：38．1� 37．2�
24 エ ト ナ 牡4鹿 57 江田 照男岡田 牧雄氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム B496－ 21：38．63 155．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，701，600円 複勝： 118，714，200円 枠連： 61，203，000円
馬連： 225，924，500円 馬単： 100，871，500円 ワイド： 148，050，800円
3連複： 317，857，400円 3連単： 506，813，100円 計： 1，583，136，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 130円 � 350円 枠 連（4－8） 990円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，770円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 28，740円

票 数

単勝票数 計1037016 的中 � 113660（3番人気）
複勝票数 計1187142 的中 � 110373（4番人気）� 311367（1番人気）� 67570（7番人気）
枠連票数 計 612030 的中 （4－8） 47451（4番人気）
馬連票数 計2259245 的中 �� 148859（3番人気）
馬単票数 計1008715 的中 �� 27675（8番人気）
ワイド票数 計1480508 的中 �� 85017（3番人気）�� 20191（21番人気）�� 51119（8番人気）
3連複票数 計3178574 的中 ��� 48037（15番人気）
3連単票数 計5068131 的中 ��� 12783（86番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．8―12．4―12．8―12．3―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．0―34．8―47．2―1：00．0―1：12．3―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

データヴァリュー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．2．5 東京3着

2014．2．8生 牡5鹿 母 クリックヒア 母母 ニュースヴァリュー 11戦2勝 賞金 18，950，000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。
（非当選馬） 1頭 ペイシャリサ号

５レース目



（1東京3）第4日 6月9日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 182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

238，400，000円
17，340，000円
1，730，000円
28，420，000円
75，010，500円
4，953，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
884，412，500円
1，183，008，000円
475，391，800円
2，159，504，600円
924，485，100円
1，299，592，600円
3，106，067，500円
4，349，298，600円
511，449，400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 14，893，210，100円

総入場人員 29，911名 （有料入場人員 27，954名）
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