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15037 6月11日 晴 良 （29東京3）第4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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

59 メイショウアテン 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 小島 太 様似 中脇 一幸 472－ 21：27．0 1．6�
36 シェリーカスク 牝3鹿 54 戸崎 圭太水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 428＋ 21：27．32 7．6�
510 フレンドパリ 牝3黒鹿54 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 440－ 61：27．4� 26．9�
24 ラフメイカー 牝3鹿 54 松岡 正海�山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 B460＋ 21：27．5� 10．6�
612 ミッキークルソラ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 454－ 41：27．82 18．0�
48 サウスカップ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎	須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式
会社	須野牧場 426＋ 21：28．01� 20．8


713 ヒロイックアゲン 牝3黒鹿54 内田 博幸浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 464－ 6 〃 クビ 11．0�
11 ゴールデンマクリス 牝3栗 54 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 454＋ 61：28．42� 94．8�
47 ハ ル ナ 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466＋ 31：28．5� 189．4
714 ティアップジャンコ 牝3栗 54 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 446－101：28．6� 184．2�
12 エンパイアスタイル 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 新開 幸一 新冠 村上 欽哉 434＋ 61：29．02� 11．9�
815 ロ ー ジ ア 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 日高 ヤナガワ牧場 514＋ 61：29．1アタマ 20．2�
23 ヤマニンベルベーヌ 牝3栗 54 菅原 隆一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 462－ 4 〃 ハナ 171．7�
611 ペイシャゲラン 牝3栗 54 西田雄一郎北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 446 ―1：29．2� 50．0�
35 アキサージュ 牝3鹿 54 杉原 誠人石山 嘉七氏 佐藤 吉勝 新ひだか 田湯牧場 468 ―1：30．58 208．6�
816 ファントムレディ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 池上 昌弘 日高 Shall Farm 442 ―1：31．88 64．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，714，500円 複勝： 62，287，100円 枠連： 16，109，900円
馬連： 71，446，900円 馬単： 39，739，400円 ワイド： 46，010，300円
3連複： 100，726，500円 3連単： 139，150，700円 計： 507，185，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 290円 枠 連（3－5） 440円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 300円 �� 770円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 6，570円 3 連 単 ��� 17，060円

票 数

単勝票数 計 317145 的中 � 150826（1番人気）
複勝票数 計 622871 的中 � 286813（1番人気）� 55645（2番人気）� 31285（6番人気）
枠連票数 計 161099 的中 （3－5） 27897（1番人気）
馬連票数 計 714469 的中 �� 89395（1番人気）
馬単票数 計 397394 的中 �� 37866（1番人気）
ワイド票数 計 460103 的中 �� 45061（1番人気）�� 14654（8番人気）�� 4014（29番人気）
3連複票数 計1007265 的中 ��� 11484（23番人気）
3連単票数 計1391507 的中 ��� 5913（55番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―12．6―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．5―49．1―1：01．5―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアテン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．1．14 中山5着

2014．5．10生 牝3鹿 母 ニンフェッタ 母母 ニンナナンナ 7戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 エンパイアスタイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ミッキークルソラ号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

15038 6月11日 晴 良 （29東京3）第4日 第2競走 ��1，600�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 1，650，000
1，650，000

円
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

36 リパーカッション 牡3鹿 56 柴田 大知石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 498－ 21：39．0 4．0�
23 ディアライゼ 牡3栗 56 石川裕紀人ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 小島牧場 514－ 81：39．32 30．8�
713 トミケンタルモ 牝3鹿 54 津村 明秀冨樫 賢二氏 上原 博之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 440－ 8 〃 同着 41．4�
816 ラッキーアドバンス 牡3芦 56 内田 博幸柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 458－ 41：39．4クビ 12．6�
510 ジャストヒーロー 牡3黒鹿56 西田雄一郎密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B458＋ 8 〃 クビ 52．8�
48 クープデュモンド 牡3芦 56 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B436± 0 〃 アタマ 30．4	
12 ア リ ス カ ン 牡3黒鹿56 柴山 雄一髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 498－ 2 〃 ハナ 85．5

714 コンサバボーイ 牡3青鹿56 吉田 隼人廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 浦河 岡本牧場 494 ―1：40．03� 104．9�
11 ドリームキャンパス 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 ヤナガワ牧場 474－ 21：40．1� 401．5�
815 シゲルヤマアラシ 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 松山 将樹 新冠 中央牧場 B504＋ 4 〃 クビ 300．4
24 ポッドティノ 牡3栗 56 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 日高 沖田牧場 B412＋ 4 〃 アタマ 21．7�
611 ウインコーラル 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 476－ 41：40．2クビ 20．4�
612 チェリートリトン 牡3芦 56 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 484－ 21：40．41 1．4�
59 スマイルプリティ 牝3鹿 54 柴田 善臣臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 462－10 〃 ハナ 121．9�
35 クリノタブマン 牝3青鹿54 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 青森 佐々木牧場 406＋ 21：40．5� 325．8�
47 キタバイキング 牡3鹿 56 菅原 隆一北村 守彦氏 奥平 雅士 青森 北村牧場 482 ―1：41．67 394．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，828，800円 複勝： 145，549，000円 枠連： 19，851，600円
馬連： 73，241，400円 馬単： 46，488，700円 ワイド： 47，719，700円
3連複： 102，887，300円 3連単： 185，088，400円 計： 653，654，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 380円 �
�

2，220円
2，360円 枠 連（2－3）（3－7）

1，170円
3，540円

馬 連 ��
��

3，600円
5，360円 馬 単 ��

��
6，200円
7，690円

ワ イ ド ��
��

1，790円
1，870円 �� 10，490円

3 連 複 ��� 55，350円 3 連 単 ���
���

110，360円
138，040円

票 数

単勝票数 計 328288 的中 � 64257（2番人気）
複勝票数 計1455490 的中 � 114108（2番人気）� 16275（8番人気）� 15263（9番人気）
枠連票数 計 198516 的中 （2－3） 6708（8番人気）（3－7） 2121（14番人気）
馬連票数 計 732414 的中 �� 7911（14番人気）�� 5273（20番人気）
馬単票数 計 464887 的中 �� 2812（27番人気）�� 2263（30番人気）
ワイド票数 計 477197 的中 �� 6960（15番人気）�� 6639（16番人気）�� 1147（47番人気）
3連複票数 計1028873 的中 ��� 1394（77番人気）
3連単票数 計1850884 的中 ��� 608（317番人気） ��� 486（357番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．4―13．0―12．5―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．6―48．0―1：01．0―1：13．5―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．0
3 8，9（11，12）（1，6，15）（2，13）（4，3）（5，14）－16，10－7 4 8，9（1，12）（11，13）（6，15）（2，3）（4，14）（5，16）10－7

勝馬の
紹 介

リパーカッション �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Danehill デビュー 2016．8．20 新潟2着

2014．3．17生 牡3鹿 母 ファーナリー 母母 Fern 12戦1勝 賞金 16，400，000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） 1頭 グリフレット号
（非抽選馬） 2頭 アイアイハッピー号・ディアジュジュマン号

第３回 東京競馬 第４日



15039 6月11日 晴 良 （29東京3）第4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

815 マイネルクラース 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 22：14．0 7．5�

59 ワンナイトインパリ 牡3鹿 56 内田 博幸青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B486－ 82：15．38 4．0�
612 ジャイアンヴォーグ 牡3黒鹿56 武士沢友治千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 510－ 4 〃 ハナ 8．3�
36 エーブインブレム 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 428－202：15．83 62．8�
816 オーシャンケリー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也高橋 佑吉氏 中川 公成 浦河 地興牧場 B446＋ 42：16．01� 11．0�
714 クインズチラゴー 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅亀田 和弘氏 小島 茂之 新ひだか 前田牧場 464± 02：16．1� 86．5	
12 ビービーパドル 牡3鹿 56 勝浦 正樹坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 466＋ 22：16．31� 22．0

11 スウィートグロリア 牝3鹿 54 丸山 元気 �グリーンファーム矢野 英一 安平 ノーザンファーム B466－ 62：16．61	 34．6�
611 ヤマニンシレーナ 牝3黒鹿54 大庭 和弥土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 456－ 22：17．02� 214．6�
35 ウイントリニティー 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 488± 0 〃 ハナ 2．1
47 デルママイウェイ 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 500－ 12：17．1クビ 434．5�
23 カフェガーネット 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 444－162：17．42 153．2�
48 レッドフェンリル 牡3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 508± 02：17．82� 19．1�
510 テ オ ド ル ス 牡3鹿 56 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 480± 02：18．22� 292．1�
24 マイネルハドソン 牡3青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B520＋102：19．15 59．7�
713 ホーガンブリッジ 牡3鹿 56 津村 明秀塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 484＋ 42：20．58 290．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，757，600円 複勝： 50，398，200円 枠連： 20，859，000円
馬連： 73，853，600円 馬単： 40，542，900円 ワイド： 47，107，800円
3連複： 102，951，200円 3連単： 147，615，900円 計： 516，086，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 160円 � 250円 枠 連（5－8） 830円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，140円 �� 640円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 22，000円

票 数

単勝票数 計 327576 的中 � 34711（3番人気）
複勝票数 計 503982 的中 � 47279（3番人気）� 97836（2番人気）� 47046（4番人気）
枠連票数 計 208590 的中 （5－8） 19359（3番人気）
馬連票数 計 738536 的中 �� 35260（5番人気）
馬単票数 計 405429 的中 �� 8773（14番人気）
ワイド票数 計 471078 的中 �� 20580（6番人気）�� 10179（13番人気）�� 19135（7番人気）
3連複票数 計1029512 的中 ��� 17263（11番人気）
3連単票数 計1476159 的中 ��� 4863（69番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―12．7―13．3―13．3―13．3―12．7―12．5―12．7―12．4―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．7―31．4―44．7―58．0―1：11．3―1：24．0―1：36．5―1：49．2―2：01．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルクラース �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．12 東京4着

2014．3．22生 牡3鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 9戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 ジャイアンヴォーグ号は，馬場入場後に右後肢落鉄。発走時刻4分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホーガンブリッジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月11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 ハーモニーメシアン号

15040 6月11日 晴 良 （29東京3）第4日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時40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
1：31．3
1：30．7

良
良

47 コイヲダキシメヨウ 牝3鹿 54 北村 宏司�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 488± 01：33．7 11．4�
714 コスモプラシデス 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 61：34．44 13．7�
817 オーロラエンブレム 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：34．61 11．0�
713 フライベルク 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 クビ 2．3�
23 グラスルアー 牡3青鹿56 田辺 裕信半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 458± 01：34．7クビ 9．9�
35 リーディングタイム 牝3青鹿54 吉田 隼人	G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 416－141：34．91� 65．7

59 クリュティエ 牝3鹿 54 柴山 雄一 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 81：35．11� 25．3�
816 オーロファイン 牝3黒鹿54 M．デムーロ	G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 426－ 41：35．52� 4．2�
12 ロジキャロル 牡3栗 56 戸崎 圭太久米田正明氏 新開 幸一 浦河 栄進牧場 448＋ 4 〃 アタマ 8．6
612 ハートリッチ 牡3黒鹿56 石川裕紀人宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454＋ 41：35．71� 121．0�
815 エンジェルナンバー 牝3黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 442－ 41：35．8� 228．5�
510 コスモメイプル 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 468＋10 〃 クビ 33．3�
48 タケルブラック 牡3鹿 56 勝浦 正樹森 保彦氏 池上 昌和 新冠 五丸農場 B472－ 21：35．9� 417．0�
611 ウインベザント 牡3栗 56 津村 明秀	ウイン 奥村 武 新ひだか 斉藤スタッド 424－ 21：37．17 564．8�
36 カシマツインテール 牝3青鹿54 横山 和生松浦 一久氏 奥村 武 浦河 信成牧場 418＋ 2 〃 ハナ 443．7�
24 セレステアルスター 牝3青鹿54 武士沢友治	錦岡牧場 和田 正道 新冠 錦岡牧場 422± 01：37．52� 217．7�
11 ベ ル ロ ー ズ 牝3鹿 54 浜中 俊	ラ・メール 奥村 武 浦河 鵜木 唯義 482 ―1：38．24 89．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 49，424，500円 複勝： 73，507，700円 枠連： 26，971，200円
馬連： 97，804，000円 馬単： 48，659，300円 ワイド： 63，811，300円
3連複： 130，244，600円 3連単： 181，918，800円 計： 672，341，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 350円 � 370円 � 300円 枠 連（4－7） 1，470円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 11，200円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，680円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 17，660円 3 連 単 ��� 101，140円

票 数

単勝票数 計 494245 的中 � 34388（6番人気）
複勝票数 計 735077 的中 � 54065（6番人気）� 50781（7番人気）� 65637（5番人気）
枠連票数 計 269712 的中 （4－7） 14158（5番人気）
馬連票数 計 978040 的中 �� 13780（21番人気）
馬単票数 計 486593 的中 �� 3258（41番人気）
ワイド票数 計 638113 的中 �� 9914（20番人気）�� 9748（22番人気）�� 12170（17番人気）
3連複票数 計1302446 的中 ��� 5529（56番人気）
3連単票数 計1819188 的中 ��� 1304（317番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．2―47．1―59．0―1：09．8―1：21．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コイヲダキシメヨウ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．2．19 東京2着

2014．5．10生 牝3鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 4戦1勝 賞金 8，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時45分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月11日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 ダイコウサク号（疾病〔疝痛〕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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グローリアスイリス号・コールオンミー号
（非抽選馬） 4頭 シュラブ号・ショウナンダリア号・ブライトエンジェル号・ホーププラウド号



15041 6月11日 晴 良 （29東京3）第4日 第5競走 ��
��1，800�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
1：45．9
1：45．9

良
良

46 ジ ナ ン ボ ー 牡2黒鹿54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456 ―1：49．9 2．7�
35 ダンシングチコ 牝2鹿 54 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 464 ―1：50．32� 52．1�
814 ジェネラルシップ 牡2黒鹿54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 434 ―1：50．62 14．4�
23 ノーザンクリス 牡2芦 54 川田 将雅 C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 504 ―1：50．7� 25．3�
47 ロジャージーニアス 牡2鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 468 ―1：50．8クビ 30．2�
59 コスモイグナーツ 牡2青鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 456 ―1：51．12 3．5

34 ヤマタケパンチ 牡2青鹿54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 470 ― 〃 クビ 113．9�
11 ジュンエスポワール 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也河合 純二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 466 ―1：51．2� 6．3�
611 マイネルサリューエ 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 秋田牧場 486 ―1：51．3� 108．2
815 ハヤブサカノン 牝2黒鹿54 石川裕紀人武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか 北海道静内農業高等学校 426 ―1：51．61	 179．2�
22 グラファイト 牡2青鹿54 内田 博幸 	社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 456 ― 〃 ハナ 40．6�
712 ビビッドプルメージ 牡2青鹿54 松岡 正海 	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 456 ―1：51．91	 10．0�
713
 フィールシュパース 牡2栗 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Sierra Farm 498 ―1：52．22 12．9�
58 キングスキャット 牡2鹿 54 津村 明秀 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 490 ―1：52．73 254．0�
610 トーセンリゲル 牡2栗 54 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 430 ―1：52．8	 231．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 62，379，400円 複勝： 53，600，900円 枠連： 21，853，500円
馬連： 90，958，700円 馬単： 43，738，100円 ワイド： 50，042，000円
3連複： 104，442，900円 3連単： 143，495，100円 計： 570，510，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 780円 � 370円 枠 連（3－4） 3，960円

馬 連 �� 5，800円 馬 単 �� 6，980円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 960円 �� 5，370円

3 連 複 ��� 21，320円 3 連 単 ��� 79，170円

票 数

単勝票数 計 623794 的中 � 185024（1番人気）
複勝票数 計 536009 的中 � 104639（2番人気）� 14530（9番人気）� 34900（6番人気）
枠連票数 計 218535 的中 （3－4） 4274（15番人気）
馬連票数 計 909587 的中 �� 12138（22番人気）
馬単票数 計 437381 的中 �� 4695（27番人気）
ワイド票数 計 500420 的中 �� 6188（27番人気）�� 13915（10番人気）�� 2330（46番人気）
3連複票数 計1044429 的中 ��� 3673（65番人気）
3連単票数 計1434951 的中 ��� 1314（254番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．5―12．9―12．9―12．1―11．2―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．2―50．1―1：03．0―1：15．1―1：26．3―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ジ ナ ン ボ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．3．8生 牡2黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15042 6月11日 晴 良 （29東京3）第4日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走13時00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
1：33．5
1：32．3

良
良

55 ホーリーレジェンド 牝2栗 54 内田 博幸吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 454 ―1：36．8 3．7�
811 リープフラウミルヒ 牝2黒鹿54 石川裕紀人 �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 404 ― 〃 クビ 10．0�
22 レッドレグナント 牝2鹿 54 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 462 ―1：37．33 4．3�
33 トーセンアンバー 牝2鹿 54 横山 典弘島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 472 ― 〃 クビ 2．8�
56 ラ ン リ ー ナ 牝2芦 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 444 ―1：37．61� 12．1	
44 トリニティハート 牝2黒鹿54 丸山 元気 
スピードファーム和田 正道 浦河 帰山 清貴 472 ―1：38．55 15．4�
11 フロースヒルデ 牝2鹿 54 宮崎 北斗宮川 保氏 蛯名 利弘 日高 浦新 徳司 434 ―1：38．6� 76．1�
710 サ ラ ー ト 牝2鹿 54 岩部 純二
ミルファーム 萱野 浩二 新ひだか 大典牧場 450 ― 〃 アタマ 143．0
67 ラヴァーズインメイ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 むかわ 市川牧場 454 ―1：38．7クビ 26．0�
79 ホ シ ノ コ 牝2黒鹿54 西村 太一
ミルファーム 的場 均 新ひだか 村上牧場 464 ―1：38．8� 154．9�
68 スマイルサンティエ 牝2鹿 54 柴山 雄一福澤 真吾氏 黒岩 陽一 日高 日高大洋牧場 458 ―1：39．22� 63．2�
812 ク レ マ ン 牝2芦 54 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上 欽哉 476 ―1：39．51� 57．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，012，600円 複勝： 42，882，400円 枠連： 16，892，900円
馬連： 71，864，600円 馬単： 38，477，800円 ワイド： 38，901，200円
3連複： 83，221，200円 3連単： 132，222，500円 計： 468，475，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 220円 � 150円 枠 連（5－8） 1，160円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 620円 �� 320円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 13，810円

票 数

単勝票数 計 440126 的中 � 99131（2番人気）
複勝票数 計 428824 的中 � 76116（3番人気）� 43531（4番人気）� 80137（2番人気）
枠連票数 計 168929 的中 （5－8） 11257（4番人気）
馬連票数 計 718646 的中 �� 29086（7番人気）
馬単票数 計 384778 的中 �� 10315（10番人気）
ワイド票数 計 389012 的中 �� 15488（7番人気）�� 33497（3番人気）�� 14155（8番人気）
3連複票数 計 832212 的中 ��� 25533（8番人気）
3連単票数 計1322225 的中 ��� 6940（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．0―37．7―50．2―1：02．8―1：14．1―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホーリーレジェンド �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

2015．4．21生 牝2栗 母 セイングレンド 母母 グレイスルーマー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



15043 6月11日 晴 良 （29東京3）第4日 第7競走 ��
��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

12 キタサンガンバ 牡4鹿 57 吉田 隼人�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社
RUMIファーム 486＋ 41：24．3 20．8�

816� ブランエクラ 牡3芦 54 M．デムーロ�KTレーシング 武井 亮 米 Polo Green
Stable 502－ 21：24．4	 2．0�

611 エ ニ グ マ 牡3鹿 54 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 496－ 61：24．71	 17．4�
510 ララパルーザ 牡4鹿 57 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 518＋ 21：25．44 10．0�
59 
 エタニティーワルツ 牡4黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 474＋121：25．5� 63．2	
714 ハ シ カ ミ 牡4青鹿57 内田 博幸中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 478＋10 〃 クビ 11．1

11 サンマルバロン �5栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 470± 01：25．71� 93．8�
713 ビレッジエンパイア 牡4鹿 57 北村 宏司村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 478± 01：25．8クビ 380．4�
36 � ストロボフラッシュ 牝4芦 55 川田 将雅吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &

Felicia Branham 474± 01：26．01 4．0
47 オーシャンビュー 牡4鹿 57 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 448－ 21：26．1	 26．0�
815 ポンテファブリチオ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 初也窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 510± 01：26．52� 124．5�
23 
 パイロスター �5黒鹿57 田中 勝春藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 476± 01：26．71� 149．6�
35 シュンクルーズ 牡5黒鹿57 松岡 正海村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 460± 01：26．8アタマ 142．0�
612�
 ツインプラネット �7鹿 57

54 ▲野中悠太郎窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

498－ 81：27．01 38．2�
48 
 トキノシップー �4青鹿57 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 482＋ 21：27．31	 218．6�
24 � セイウンチャーム 牝3鹿 52

49 ▲武藤 雅西山 茂行氏 手塚 貴久 米 H. Allen
Poindexter B472＋ 21：28．15 9．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，074，200円 複勝： 67，860，100円 枠連： 24，419，300円
馬連： 112，429，700円 馬単： 51，484，000円 ワイド： 66，848，400円
3連複： 142，967，500円 3連単： 196，010，300円 計： 710，093，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 440円 � 140円 � 330円 枠 連（1－8） 1，590円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 940円 �� 3，730円 �� 750円

3 連 複 ��� 11，290円 3 連 単 ��� 103，120円

票 数

単勝票数 計 480742 的中 � 18443（7番人気）
複勝票数 計 678601 的中 � 31492（7番人気）� 165747（1番人気）� 46353（6番人気）
枠連票数 計 244193 的中 （1－8） 11853（7番人気）
馬連票数 計1124297 的中 �� 41255（8番人気）
馬単票数 計 514840 的中 �� 6579（20番人気）
ワイド票数 計 668484 的中 �� 18507（11番人気）�� 4391（35番人気）�� 23640（8番人気）
3連複票数 計1429675 的中 ��� 9492（36番人気）
3連単票数 計1960103 的中 ��� 1378（291番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．6―47．8―59．7―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンガンバ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．5 中山1着

2013．3．22生 牡4鹿 母 ケイアイカミノアシ 母母 ファストルック 9戦3勝 賞金 25，266，000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 マインドブロウ号

15044 6月11日 曇 良 （29東京3）第4日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
1：44．2
1：43．9

良
良

78 � シンボリタピット 牡5鹿 57
56 ☆木幡 巧也シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 490－ 41：46．8 3．7�
67 ローズクランス 牡4鹿 57 津村 明秀グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502± 01：47．22	 3．4�
79 ジェードグリーン 牡3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：47．3	 3．2�
55 � アメリカンヘブン 
4鹿 57 浜中 俊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 474＋ 41：47．51� 9．5�
11 スカーレットデビル 牡5鹿 57 丸田 恭介片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 482＋ 41：47．82 60．0	
810 レッドアルカナ 牝4鹿 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B482± 01：48．0� 17．4

22 アイスコールド 牝4鹿 55 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 01：48．21� 6．7�
811 メルドオール 牡5鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 日高 浦新 徳司 460＋ 81：48．3	 128．3�
33 マイネルエパティカ 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 21：48．51� 57．6
44 マヤノピナクル 牡4鹿 57 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 456± 01：48．81� 36．2�
66  シングンアルテミス 牝4鹿 55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 450± 01：54．1大差 83．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，816，900円 複勝： 47，376，800円 枠連： 19，445，100円
馬連： 95，791，000円 馬単： 44，640，700円 ワイド： 47，314，400円
3連複： 105，790，800円 3連単： 182，185，400円 計： 583，361，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 130円 � 140円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 250円 �� 320円 �� 240円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 4，260円

票 数

単勝票数 計 408169 的中 � 86072（3番人気）
複勝票数 計 473768 的中 � 81895（2番人気）� 100546（1番人気）� 81649（3番人気）
枠連票数 計 194451 的中 （6－7） 49693（1番人気）
馬連票数 計 957910 的中 �� 116671（1番人気）
馬単票数 計 446407 的中 �� 25459（3番人気）
ワイド票数 計 473144 的中 �� 50302（2番人気）�� 35331（4番人気）�� 51386（1番人気）
3連複票数 計1057908 的中 ��� 111509（1番人気）
3連単票数 計1821854 的中 ��� 30941（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―35．7―47．4―59．3―1：11．2―1：22．5―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

�シンボリタピット �
�
父 Tapit �

�
母父 Key of Luck デビュー 2014．10．5 新潟3着

2012．3．30生 牡5鹿 母 Miss Emma 母母 Disregard That 14戦3勝 賞金 34，804，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 アメリカンヘブン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 シングンアルテミス号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕を発症。なお，同馬は予後不良。



15045 6月11日 曇 良 （29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，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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

47 ダノンフェイス 牡4黒鹿57 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 536± 01：24．6 5．8�
510 ダブルコーク 牡6黒鹿57 蛯名 正義�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494± 01：24．81� 67．3�
35 メイショウグジョウ 牡3栗 54 柴田 善臣松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 458＋ 8 〃 クビ 44．9�
714 エメラルエナジー 牡5栗 57 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B498＋ 21：24．9クビ 188．5�
23 ダ ウ ト レ ス 	6鹿 57 江田 照男�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－ 81：25．11
 65．4�
59 インフェルノ 	5栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 41：25．3� 2．1	
24 ワ ン ボ ー イ 牡5栗 57 田中 勝春稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 492－ 6 〃 ハナ 50．5

816 フクノグリュック 牡5鹿 57 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 510＋ 8 〃 ハナ 38．5�
713� オ ホ ー ツ ク 牡5芦 57 内田 博幸馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Inside Move 562± 01：25．51� 8．6�
11 レザンドゥオール 牡5栗 57 武藤 雅髙橋 貴士氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 508－ 81：25．6クビ 89．7
48 タケルラグーン 牡5鹿 57 田辺 裕信森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 484± 01：25．81
 26．5�
36 リスペクトアース 牡4黒鹿57 横山 典弘 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 562＋141：25．9� 8．5�
611 ポムフィリア 牝5鹿 55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 小島牧場 470＋201：26．32� 82．3�
612 チュラカーギー 牝4栗 55 戸崎 圭太瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：26．72� 5．3�
815 ポ ッ ド ガ イ 牡4黒鹿57 柴山 雄一小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか 有限会社石川牧場 512＋ 61：27．23 93．1�
12 ウェイトアンドシー 	6黒鹿57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 492＋ 21：27．73 51．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，541，100円 複勝： 83，837，300円 枠連： 32，474，000円
馬連： 167，306，200円 馬単： 72，496，500円 ワイド： 88，696，900円
3連複： 211，405，100円 3連単： 305，080，200円 計： 1，023，837，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 1，010円 � 750円 枠 連（4－5） 620円

馬 連 �� 17，030円 馬 単 �� 28，070円

ワ イ ド �� 4，660円 �� 2，870円 �� 8，530円

3 連 複 ��� 101，630円 3 連 単 ��� 542，110円

票 数

単勝票数 計 625411 的中 � 85141（3番人気）
複勝票数 計 838373 的中 � 131757（2番人気）� 18898（12番人気）� 26211（7番人気）
枠連票数 計 324740 的中 （4－5） 40429（1番人気）
馬連票数 計1673062 的中 �� 7611（40番人気）
馬単票数 計 724965 的中 �� 1937（63番人気）
ワイド票数 計 886969 的中 �� 4911（47番人気）�� 8047（24番人気）�� 2661（67番人気）
3連複票数 計2114051 的中 ��� 1560（189番人気）
3連単票数 計3050802 的中 ��� 408（939番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．1―47．3―59．4―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンフェイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．2．7 東京2着

2013．3．30生 牡4黒鹿 母 アイアムカミノマゴ 母母 アイアムザウィナー 10戦3勝 賞金 51，198，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 リスペクトアース号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 リスペクトアース号は，発走調教再審査。
※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） 1頭 コウセン号
（非抽選馬） 6頭 アイアムナチュラル号・アイファーサンディ号・クイーンズターフ号・サウンドジャンゴ号・ヒカルランナー号・

ワキノハガクレ号

15046 6月11日 曇 良 （29東京3）第4日 第10競走 ��
��1，600�

た ま が わ

多摩川ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．6．11以降29．6．4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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

810 メートルダール 牡4鹿 58 M．デムーロ �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470－121：34．3 3．1�
33 ハクサンルドルフ 牡4黒鹿57．5 戸崎 圭太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 8 〃 クビ 6．2�
811 キ ロ ハ ナ 牡5鹿 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 466＋ 21：34．51� 2．3�
11 � ストーンウェア 牡5鹿 56 浜中 俊吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 462－ 41：34．81� 16．2�
67 マコトサダイジン 	6栗 54 蛯名 正義�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 2 〃 ハナ 23．1	
66 テルメディカラカラ 牝5黒鹿54 柴田 善臣小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 466＋ 81：34．9� 14．8

22 セイクレットレーヴ 牡8鹿 53 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 478± 0 〃 クビ 141．6�
44 メイショウメイゲツ 牝5鹿 51 木幡 巧也松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 458－ 4 〃 ハナ 71．7�
78 マ リ オ ー ロ 牡5鹿 55 田辺 裕信菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 498± 01：35．11
 15．0
55 デルカイザー 	6黒鹿56 大野 拓弥山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B464－ 21：35．2� 14．8�
79 ブレイクザポケット 牡5鹿 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 01：35．41
 89．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 75，510，300円 複勝： 90，849，500円 枠連： 40，915，100円
馬連： 192，628，100円 馬単： 93，831，100円 ワイド： 96，033，200円
3連複： 243，169，300円 3連単： 454，332，800円 計： 1，287，269，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 160円 � 110円 枠 連（3－8） 410円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 350円 �� 170円 �� 310円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 4，300円

票 数

単勝票数 計 755103 的中 � 193021（2番人気）
複勝票数 計 908495 的中 � 214409（2番人気）� 104305（3番人気）� 250349（1番人気）
枠連票数 計 409151 的中 （3－8） 76077（2番人気）
馬連票数 計1926281 的中 �� 143994（3番人気）
馬単票数 計 938311 的中 �� 40027（4番人気）
ワイド票数 計 960332 的中 �� 61081（3番人気）�� 168919（1番人気）�� 71134（2番人気）
3連複票数 計2431693 的中 ��� 293718（1番人気）
3連単票数 計4543328 的中 ��� 76446（7番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．4―12．2―11．8―10．6―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―37．3―49．5―1：01．3―1：11．9―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．0
3 ・（1，2）6（11，10）7，9（3，8）（4，5） 4 ・（1，10）（2，11）（6，7）9（3，8）（4，5）

勝馬の
紹 介

メートルダール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．9．5 札幌3着

2013．2．22生 牡4鹿 母 イグジビットワン 母母 Tsar’s Pride 13戦5勝 賞金 116，262，000円

１レース目 ３レース目



15047 6月11日 曇 良 （29東京3）第4日 第11競走 ��
��1，800�第34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 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

612	 ダッシングブレイズ 牡5栗 56 浜中 俊グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

500± 01：45．9 11．4�
510 アストラエンブレム 牡4鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：46．0
 2．3�
47 マイネルハニー 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 478－ 2 〃 ハナ 12．5�
713 クラリティシチー 牡6鹿 56 川田 将雅 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 498± 01：46．1� 43．5�
23 バーディーイーグル 牡7鹿 56 吉田 豊里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 492＋ 21：46．2� 219．7	
714 タイセイサミット 牡4栗 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490＋ 21：46．3クビ 6．6

11 マイネルミラノ 牡7栗 58 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 B490＋ 6 〃 クビ 24．8�
36 デンコウアンジュ 牝4黒鹿54 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 442－ 21：46．4
 8．5�
12 フ ル ー キ ー 牡7青鹿58 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 492－ 61：46．61� 25．3
818 ナスノセイカン 牡5鹿 56 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 470＋ 61：46．81� 35．6�
611 ベ ル ー フ 牡5鹿 56 大野 拓弥 �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 486－ 4 〃 クビ 29．7�
24 ヒストリカル 牡8黒鹿57 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：46．9� 14．9�
35 カ ム フ ィ ー 牡8黒鹿56 吉田 隼人清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 464－ 21：47．0クビ 369．0�
816 メドウラーク 牡6鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500－ 61：47．1
 165．5�
59 クラリティスカイ 牡5鹿 56 田辺 裕信杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム 496± 01：47．2� 8．8�
817	 レッドレイヴン 牡7青鹿56 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 520± 01：47．41
 52．0�
48 トーセンレーヴ 牡9鹿 57 石川裕紀人島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478－101：47．5クビ 211．8�
715 パドルウィール 牡6芦 56 池添 謙一 �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 494＋ 21：48．03 58．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 228，352，800円 複勝： 338，302，000円 枠連： 185，159，800円 馬連： 849，285，900円 馬単： 344，087，800円
ワイド： 388，107，200円 3連複： 1，370，059，500円 3連単： 2，088，684，600円 5重勝： 548，940，300円 計： 6，340，979，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 300円 � 130円 � 320円 枠 連（5－6） 1，070円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，420円 �� 630円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 47，120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����� 1，329，610円

票 数

単勝票数 計2283528 的中 � 159572（5番人気）
複勝票数 計3383020 的中 � 231142（6番人気）� 990780（1番人気）� 215075（7番人気）
枠連票数 計1851598 的中 （5－6） 133880（3番人気）
馬連票数 計8492859 的中 �� 401054（5番人気）
馬単票数 計3440878 的中 �� 57967（12番人気）
ワイド票数 計3881072 的中 �� 143439（6番人気）�� 38856（30番人気）�� 162819（4番人気）
3連複票数 計13700595 的中 ��� 149074（17番人気）
3連単票数 計20886846 的中 ��� 32137（121番人気）
5重勝票数 計5489403 的中 ����� 289

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―12．1―11．5―11．7―10．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．1―48．2―59．7―1：11．4―1：22．2―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

	ダッシングブレイズ �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2014．11．8 東京1着

2012．4．13生 牡5栗 母 Blazing Bliss 母母 Miss What a Day 18戦7勝 賞金 158，626，000円

15048 6月11日 曇 良 （29東京3）第4日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
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 トレンドライン 牡3栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 462－ 41：38．8 1．8�
510 ポ ン ト ス 牡5鹿 57 西田雄一郎�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B470－ 21：39．12 26．5�
59 ス フ ェ ー ン 牡4鹿 57 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 448＋ 41：39．2� 22．7�
816 プ レ ゼ ン ス 牡3黒鹿54 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 41：39．3� 10．8�
714 ワイルドグラス 牡3鹿 54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 458－ 41：39．4� 64．4�
47 ファンヴィー 牡3栗 54

53 ☆木幡 巧也猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B516＋ 4 〃 クビ 140．9	
35 � プレツィオーゼ 	5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 436－ 5 〃 アタマ 333．4

23 オヒアレフア 牝4青鹿55 村田 一誠�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 442＋ 4 〃 ハナ 111．7�
611 ワイルドゲーム 牡4鹿 57 柴田 善臣合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B498＋ 41：39．5� 15．4
24 ブレスアロット 牡4栗 57 吉田 隼人吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 466＋ 21：39．6� 4．4�
36 ペイシャボム 牡3鹿 54 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 468± 01：39．7クビ 9．6�
48 ガラドリエル 牝5栗 55 石橋 脩�ダイリン 大和田 成 浦河 谷川牧場 494＋ 81：40．01� 63．9�
12 ヴ ォ ル タ 牡3芦 54 松岡 正海小阪 優友氏 奥村 武 浦河 高村牧場 468－ 61：40．1� 35．4�
612 サ ノ マ ル 牡4栗 57

54 ▲武藤 雅佐野 信幸氏 中舘 英二 新冠 ハクツ牧場 510＋ 21：40．52� 103．7�
713� ミュークロール 牝5黒鹿55 黛 弘人ドラゴンヒルズホースクラブ 青木 孝文 千歳 社台ファーム B510± 01：40．6� 146．9�
11 エ デ ィ ク ト 牡4鹿 57 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 488－ 41：40．81� 27．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 86，440，300円 複勝： 118，512，300円 枠連： 65，894，200円
馬連： 242，659，500円 馬単： 139，647，300円 ワイド： 137，764，200円
3連複： 335，760，400円 3連単： 637，846，200円 計： 1，764，524，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 320円 � 360円 枠 連（5－8） 640円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 610円 �� 640円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 17，110円

票 数

単勝票数 計 864403 的中 � 379758（1番人気）
複勝票数 計1185123 的中 � 441531（1番人気）� 67687（6番人気）� 57943（7番人気）
枠連票数 計 658942 的中 （5－8） 79244（2番人気）
馬連票数 計2426595 的中 �� 110172（6番人気）
馬単票数 計1396473 的中 �� 54005（7番人気）
ワイド票数 計1377642 的中 �� 60210（5番人気）�� 56849（6番人気）�� 14007（26番人気）
3連複票数 計3357604 的中 ��� 43958（19番人気）
3連単票数 計6378462 的中 ��� 27022（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．7―49．3―1：01．9―1：14．1―1：26．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トレンドライン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．8．14 新潟3着

2014．2．3生 牡3栗 母 ポップチャート 母母 ポ ッ プ ス 5戦2勝 賞金 19，737，000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） 1頭 エバーパッション号
（非抽選馬） 1頭 マイティ号

５レース目



（29東京3）第4日 6月11日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

248，270，000円
14，050，000円
1，760，000円
29，510，000円
73，225，000円
4，986，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
794，853，000円
1，174，963，300円
490，845，600円
2，139，269，600円
1，003，833，600円
1，118，356，600円
3，033，626，300円
4，793，630，900円
548，940，300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 15，098，319，200円

総入場人員 34，394名 （有料入場人員 32，618名）
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