
15049 6月17日 晴 良 （29東京3）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時10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
1：21．2
1：20．3

良
良

77 スプリングマン 牡2黒鹿54 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 斉藤 政志 486＋ 81：23．2 1．3�
11 マ イ レ 牡2鹿 54 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 464－ 21：23．41 6．1�
88 ビ リ ー バ ー 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 436－ 2 〃 クビ 6．2�
44 ビビッドプルメージ 牡2青鹿54 宮崎 北斗 �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 454－ 21：23．72 20．5�
89 オマツリサワギ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 420－ 61：23．91� 29．9�
33 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 466＋ 21：24．0� 169．7	
22 シゲルジャンボイモ 牡2芦 54 津村 明秀森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 490－ 21：24．21� 31．6

55 レディーブラント 牝2鹿 54 柴田 善臣 �ダイヤモンドファーム 石栗 龍彦 浦河 ダイヤモンドファーム 416－ 61：24．94 77．3�
66 サ ラ ー ト 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也�ミルファーム 萱野 浩二 新ひだか 大典牧場 448－ 21：25．32	 65．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 26，838，400円 複勝： 78，894，700円 枠連： 8，917，000円
馬連： 42，549，000円 馬単： 32，109，800円 ワイド： 24，595，200円
3連複： 52，364，000円 3連単： 138，264，900円 計： 404，533，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 110円 � 100円 枠 連（1－7） 300円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 140円 �� 120円 �� 240円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 660円

票 数

単勝票数 計 268384 的中 � 162404（1番人気）
複勝票数 計 788947 的中 � 606310（1番人気）� 51013（3番人気）� 64360（2番人気）
枠連票数 計 89170 的中 （1－7） 22898（2番人気）
馬連票数 計 425490 的中 �� 110456（2番人気）
馬単票数 計 321098 的中 �� 67401（2番人気）
ワイド票数 計 245952 的中 �� 44431（2番人気）�� 64557（1番人気）�� 18038（3番人気）
3連複票数 計 523640 的中 ��� 144474（1番人気）
3連単票数 計1382649 的中 ��� 151315（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．0―12．1―11．1―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．7―47．8―58．9―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．4
3 ・（8，7）（4，9）1，6（3，5）－2 4 8（7，9）（4，1）6（3，5，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スプリングマン 
�
父 ローズキングダム 

�
母父 ゼンノメイジン デビュー 2017．6．4 東京3着

2015．4．22生 牡2黒鹿 母 ハートフルビコー 母母 ラ ブ ビ ー ト 2戦1勝 賞金 6，800，000円

15050 6月17日 晴 良 （29東京3）第5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）

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

611 レッドアメリア 牝3鹿 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 456＋ 21：39．1 9．3�
714 セイントヘレナ 牝3鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－ 2 〃 ハナ 3．2�
815 ミステキサス 牝3鹿 54 田辺 裕信窪田 康志氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 414－ 81：39．63 9．5�
24 ペイシャリサ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 478－ 41：39．7� 22．8�
23 ナ オ ト ラ 牝3黒鹿54 西田雄一郎吉川 朋宏氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 422－ 41：39．8� 6．3�
816 メイキャロル 牝3鹿 54 大野 拓弥千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 464＋10 〃 クビ 7．7	
35 フォーエバースカイ 牝3栗 54

52 △伴 啓太岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 372－ 41：40．01� 262．3

12 ジ ュ ロ ー ズ 牝3鹿 54 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406－ 81：40．1� 62．7�
612 キロロチャン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也�明栄商事 小西 一男 新ひだか 野坂牧場 462＋10 〃 ハナ 27．9
510 ハルネセジール 牝3栗 54 戸崎 圭太二宮 一之氏 畠山 吉宏 浦河 山田 昇史 396－ 21：40．52� 55．8�
47 フラワーズブルーム 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 490－ 61：40．6� 4．1�
713 アバンドーネ 牝3鹿 54 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 山下 恭茂 464－ 61：41．02� 22．3�
48 ラピッドチェンジ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹堀 祥子氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 464＋181：41．1クビ 122．7�
11 ソードヴァルキリー 牝3黒鹿54 柴田 大知畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 410＋ 61：41．42 57．0�
36 レッドティフォン 牝3鹿 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 410－141：43．3大差 97．2�
59 コールオンミー 牝3栗 54 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 428＋ 4 〃 クビ 98．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，722，100円 複勝： 39，827，800円 枠連： 16，248，500円
馬連： 55，901，300円 馬単： 25，809，700円 ワイド： 35，833，800円
3連複： 75，376，700円 3連単： 88，080，300円 計： 357，800，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 340円 � 150円 � 300円 枠 連（6－7） 1，310円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，810円 �� 710円

3 連 複 ��� 5，770円 3 連 単 ��� 32，180円

票 数

単勝票数 計 207221 的中 � 17759（5番人気）
複勝票数 計 398278 的中 � 25143（6番人気）� 89210（1番人気）� 30506（5番人気）
枠連票数 計 162485 的中 （6－7） 9565（7番人気）
馬連票数 計 559013 的中 �� 29520（5番人気）
馬単票数 計 258097 的中 �� 5935（12番人気）
ワイド票数 計 358338 的中 �� 15507（6番人気）�� 4841（21番人気）�� 13151（7番人気）
3連複票数 計 753767 的中 ��� 9794（16番人気）
3連単票数 計 880803 的中 ��� 1984（96番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．1―12．4―12．6―12．7―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―35．2―47．6―1：00．2―1：12．9―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアメリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 High Chaparral デビュー 2017．3．5 中山8着

2014．3．9生 牝3鹿 母 ジューシージーン 母母 Miss Queen 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 フラワーズブルーム号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔調教再審査〕 フラワーズブルーム号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シルヴァーナ号・パイルーチェ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 東京競馬 第５日



15051 6月17日 晴 良 （29東京3）第5日 第3競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

59 カガヤクミナノユメ �3栗 56 横山 典弘國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 488－121：26．1 10．4�
815 ヒシデルマー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 カミイスタット 522－101：26．95 7．3�
611 ウォーターメロン 牡3鹿 56 C．ルメール 大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B520－ 2 〃 クビ 3．1�
12 トモジャヴェール 牡3芦 56 津村 明秀吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 小倉 光博 B498± 01：27．0クビ 167．5�
612 マーブルフラッシュ 牡3栗 56 吉田 豊西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 442－ 2 〃 クビ 8．9�
714 キョウエイガウディ 牡3鹿 56 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 B490＋ 61：27．1クビ 46．9�
816 アネッロドーロ 牝3鹿 54 石橋 脩畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 440＋ 61：27．31� 95．5	
24 サーデューク 牡3黒鹿56 内田 博幸吉田 和美氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 502－ 61：27．4� 2．5

36 ダイメイピット 牡3鹿 56 江田 照男宮本 昇氏 本間 忍 日高 横井 哲 398＋ 21：27．5� 156．3�
713 ノーブルデザイア 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 菊川 正達 日高 大江牧場 440± 01：27．92� 14．1�
47 アキラノテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二氏 池上 昌和 浦河 丸幸小林牧場 460－ 41：28．0クビ 29．5
35 アワードウイナー 牡3鹿 56 中谷 雄太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 496－ 41：28．1� 70．7�
23 サンラスベガス 牝3黒鹿54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 有限会社

ケイズ 480＋ 21：28．41� 140．5�
11 サーストンファラオ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹齊藤 宣勝氏 菊沢 隆徳 浦河 田中スタッド 452－ 41：29．14 55．9�
48 スズノレイチェル 牝3黒鹿54 丸田 恭介小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 470＋ 81：29．95 303．8�
510 ユーガットミー 牝3黒鹿54 岩部 純二藤本 幸雄氏 南田美知雄 新ひだか 大塚牧場 438＋221：31．510 590．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，096，800円 複勝： 48，590，400円 枠連： 18，604，500円
馬連： 64，658，500円 馬単： 31，866，300円 ワイド： 37，404，600円
3連複： 82，858，300円 3連単： 114，261，900円 計： 427，341，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 370円 � 230円 � 140円 枠 連（5－8） 6，100円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 14，080円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 740円 �� 580円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 50，940円

票 数

単勝票数 計 290968 的中 � 22182（5番人気）
複勝票数 計 485904 的中 � 25675（6番人気）� 48909（4番人気）� 123956（1番人気）
枠連票数 計 186045 的中 （5－8） 2363（15番人気）
馬連票数 計 646585 的中 �� 11063（14番人気）
馬単票数 計 318663 的中 �� 1697（36番人気）
ワイド票数 計 374046 的中 �� 4309（20番人気）�� 13147（8番人気）�� 17381（5番人気）
3連複票数 計 828583 的中 ��� 8247（20番人気）
3連単票数 計1142619 的中 ��� 1626（140番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．1―48．1―1：00．1―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 15，14（2，11）－（5，9）4－7，3（6，12）13，1－8，16－10 4 15，14，2，11－（5，9）4－（3，7，12）6（1，13）－16，8＝10

勝馬の
紹 介

カガヤクミナノユメ �
�
父 ミリオンディスク �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．4．29 新潟15着

2014．5．4生 �3栗 母 マッチオブジュエル 母母 マッチザピース 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユーガットミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月17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） 1頭 ロバリーゴー号
（非抽選馬） 2頭 オコルデヤスシ号・パラシオプリンセサ号

15052 6月17日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29東京3）第5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

22 リアルキング 牡4鹿 60 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 524－ 63：22．9 4．1�
68 プレジールシチー 牡6黒鹿60 江田 勇亮 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 502－ 43：23．32� 5．9�
45 � シゲルノマオイ 牡5栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 476－103：24．04 2．3�
44 ヨ カ グ ラ �4栗 60 林 満明 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 470± 03：24．1	 14．2�
812 エ ル ゼ ロ 牡4鹿 60 上野 翔磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 496＋ 23：25．05 15．1	
711� サトノギャラクシー 牡5青鹿60 石神 深一里見 治氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 536－ 6 〃 ハナ 7．3

11 スプレーモゲレイロ 牡4鹿 60 植野 貴也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 460＋ 23：25．21� 13．6�
57 � クリノミユキチャン 牝6鹿 58 田村 太雅栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 今井 秀樹 458＋ 63：26．810 194．0�
33 シ ッ プ ウ �6黒鹿60 小野寺祐太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 504＋103：27．65 38．3
710� ナ ポ レ オ ン 牡5栗 60 高野 和馬前迫 義幸氏 和田正一郎 新ひだか タイヘイ牧場 480－ 63：28．02� 143．3�
56 プレシャスムーン 牝6鹿 58 金子 光希鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 23：28．74 68．4�
813 ワンダーエクラタン 牡4栗 60 五十嵐雄祐山本 信行氏 森田 直行 様似 スイートフアーム B506＋143：30．29 139．4�
69 サビーナクレスタ �6鹿 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 43：33．8大差 110．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，205，500円 複勝： 25，497，700円 枠連： 11，935，600円
馬連： 39，389，200円 馬単： 22，430，300円 ワイド： 22，701，000円
3連複： 55，248，600円 3連単： 80，278，000円 計： 277，685，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 150円 � 120円 枠 連（2－6） 1，180円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 370円 �� 280円 �� 280円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 5，640円

票 数

単勝票数 計 202055 的中 � 39176（2番人気）
複勝票数 計 254977 的中 � 42104（2番人気）� 38967（3番人気）� 64667（1番人気）
枠連票数 計 119356 的中 （2－6） 7804（5番人気）
馬連票数 計 393892 的中 �� 24550（5番人気）
馬単票数 計 224303 的中 �� 7313（7番人気）
ワイド票数 計 227010 的中 �� 14662（3番人気）�� 21511（2番人気）�� 21560（1番人気）
3連複票数 計 552486 的中 ��� 53826（1番人気）
3連単票数 計 802780 的中 ��� 10309（9番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 50．4－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアルキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．8．23 札幌1着

2013．5．4生 牡4鹿 母 レジェンドキャット 母母 Que Belle 障害：2戦1勝 賞金 8，580，000円
〔制裁〕 プレシャスムーン号の騎手金子光希は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



15053 6月17日 晴 良 （29東京3）第5日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （ダート・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
1：23．1
1：23．0

重
重

714 マイネルユキツバキ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 500 ―1：27．1 2．1�

12 コスモジョーカー 牡2鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 458 ―1：27．84 24．2�
24 タマスカイブルー 牡2青鹿54 石川裕紀人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 470 ―1：27．9� 14．3�
510 ミスティカル 牡2鹿 54 横山 典弘�Basic 田村 康仁 新ひだか 小倉 光博 458 ―1：28．0クビ 3．2�
36 ムルシェラゴ 牡2黒鹿54 北村 宏司�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 514 ―1：29．06 10．4	
47 ド リ ュ ウ 牡2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 432 ― 〃 クビ 59．3

816 ウサギノパンチ 牡2鹿 54 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 平取 中川 隆 440 ―1：29．85 36．7�
23 ファイアプルーフ 牡2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 498 ―1：30．01� 45．9�

35 オペラカイジン 牡2黒鹿54 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 450 ―1：31．27 13．7
611 ノーホームワーク 牡2芦 54

52 △伴 啓太 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 464 ―1：31．83	 150．0�
59 アリーヤベント 牝2黒鹿54 大野 拓弥馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか カタオカステーブル 442 ―1：31．9クビ 91．1�
48 マロンスライム 牡2栗 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 青森 諏訪牧場 420 ―1：32．11� 144．3�
612 キャンドルロード 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 高橋 義博 新冠 コスモヴューファーム 468 ―1：32．2� 77．1�
713 モ ッ ポ サ ン 牡2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 492 ―1：32．51� 44．9�
11 クラウンレガシー 
2黒鹿54 西田雄一郎矢野まり子氏 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 490 ―1：33．56 201．3�

（15頭）
815 パーラミター 牝2青鹿54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 490 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，665，000円 複勝： 31，714，100円 枠連： 17，217，700円
馬連： 42，821，900円 馬単： 21，125，100円 ワイド： 26，500，200円
3連複： 45，803，700円 3連単： 51，508，700円 計： 265，356，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 360円 � 260円 枠 連（1－7） 2，690円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 660円 �� 470円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 4，370円 3 連 単 ��� 15，710円

票 数

単勝票数 差引計 286650（返還計 36715） 的中 � 114606（1番人気）
複勝票数 差引計 317141（返還計 43678） 的中 � 98312（1番人気）� 16555（6番人気）� 25463（5番人気）
枠連票数 差引計 172177（返還計 1002） 的中 （1－7） 4949（10番人気）
馬連票数 差引計 428219（返還計149774） 的中 �� 21270（6番人気）
馬単票数 差引計 211251（返還計 79870） 的中 �� 6807（6番人気）
ワイド票数 差引計 265002（返還計 83087） 的中 �� 10334（7番人気）�� 15181（2番人気）�� 4157（17番人気）
3連複票数 差引計 458037（返還計285888） 的中 ��� 7847（12番人気）
3連単票数 差引計 515087（返還計366322） 的中 ��� 2377（41番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．6―12．4―12．7―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―35．8―48．2―1：00．9―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルユキツバキ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2015．3．16生 牡2鹿 母 カメリアビジュ 母母 チケットトゥダンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 パーラミター号は，枠入り不良。再三枠入りを試みたが枠入り拒否のため競走除外。発走時刻9分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 パーラミター号は，平成29年6月18日から平成29年7月17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〕 クラウンレガシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月17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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ヴィグラスファイア号・ウッドカービング号・シスル号・ジャベルアンドレ号・ジュンホープ号・

セグレートシチー号

15054 6月17日 晴 良 （29東京3）第5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
1：19．6
1：19．0

良
良

12 フ ラ ガ リ ア 牝3黒鹿54 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 426－ 61：22．0 2．0�

35 アシュランス 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 416± 01：22．21� 7．4�

48 シャインサンデー 牝3栗 54 戸崎 圭太森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422＋ 21：22．3� 4．8�
816 フォレストクイーン 牝3栗 54 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 434－ 21：22．51� 21．3�
23 ブラディーリッパー 牝3鹿 54 吉田 豊ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 496 ― 〃 クビ 55．8�
713 デ カ 牡3栗 56 C．ルメール 小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 462± 01：22．81	 5．9	
612 イ リ ュ ー ム 牝3青鹿54 田辺 裕信水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 424 ― 〃 クビ 19．3

36 ミヲツクシテヤ 牝3鹿 54 伊藤 工真内田 玄祥氏 金成 貴史 登別 ユートピア牧場 428－101：23．01� 161．6�
59 クラウンジョイア 牡3青鹿56 嘉藤 貴行矢野 恭裕氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 454＋ 31：23．42 377．9�
815 サーロンドン 牡3青鹿56 北村 宏司窪田 芳郎氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 466－ 21：23．5� 11．0
24 ルビーティアラ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹下河邉行信氏 小野 次郎 新ひだか 三石橋本牧場 424－14 〃 クビ 378．8�
11 フランシールゴッホ 牡3鹿 56 宮崎 北斗�ターフ・スポート松永 康利 浦河 笹島 智則 426 ― 〃 ハナ 171．9�
510 タイセイキセキ 牝3鹿 54 中谷 雄太田中 成奉氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 476 ―1：23．6� 101．2�
714 グリュックアウフ 牡3鹿 56 石橋 脩 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム 488＋ 41：23．91	 164．8�
47 ロマングレース 牝3芦 54 柴田 善臣菅 實氏 松永 康利 日高 日高大洋牧場 448－ 81：24．64 233．4�
611 イデアキング 
3鹿 56 大野 拓弥益田 修一氏 岩戸 孝樹 浦河 大道牧場 422－121：24．7� 233．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，704，200円 複勝： 47，425，700円 枠連： 16，624，700円
馬連： 66，815，000円 馬単： 36，507，600円 ワイド： 38，772，500円
3連複： 82，015，700円 3連単： 113，868，300円 計： 438，733，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（1－3） 640円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 280円 �� 270円 �� 430円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，690円

票 数

単勝票数 計 367042 的中 � 144789（1番人気）
複勝票数 計 474257 的中 � 143978（1番人気）� 69627（2番人気）� 67798（3番人気）
枠連票数 計 166247 的中 （1－3） 19903（3番人気）
馬連票数 計 668150 的中 �� 90560（1番人気）
馬単票数 計 365076 的中 �� 35342（1番人気）
ワイド票数 計 387725 的中 �� 36517（2番人気）�� 38502（1番人気）�� 21187（5番人気）
3連複票数 計 820157 的中 ��� 73580（1番人気）
3連単票数 計1138683 的中 ��� 30609（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．7―12．2―11．1―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．7―47．9―59．0―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ラ ガ リ ア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．2．12 東京3着

2014．4．12生 牝3黒鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song 5戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時05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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エミーリオ号
（非抽選馬） 4頭 グローリアスイリス号・スプリングアゲン号・ペイシャオーシャン号・ユキノレーヌ号



15055 6月17日 晴 良 （29東京3）第5日 第7競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

46 クロノスタシス 牡4芦 57 内田 博幸 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520± 02：11．0 3．5�
11 ハッスルバッスル 牡3黒鹿54 C．ルメール 吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 B486± 0 〃 クビ 5．1�
711 オ ー ル デ ン 牡3鹿 54 吉田 豊金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 436－ 22：11．1� 7．4�
45 ラテールプロミーズ 牡4青鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 512＋ 42：11．63 2．7�
610 エムオーグリッタ 牡3鹿 54 北村 宏司大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 490＋ 22：11．7� 21．6	
34 リョウランヒーロー 牡3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 476± 02：12．55 28．0

813 セガールモチンモク 	3栗 54

51 ▲武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 470－ 62：12．6� 30．8�
712 トモジャヴァリ 牡3鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 444－ 62：12．7クビ 16．6�
58 ケイツートール 牡4青鹿57 西田雄一郎楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 494－ 22：12．91 45．9
33 ビレッジゴールド 牡4栗 57 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B478－ 2 〃 ハナ 49．5�
69 ウインブルースカイ 牡4栗 57 柴田 大知�ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 468－ 82：13．11
 169．6�
814� クリノロッキー 牡7栗 57

54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 512－ 22：13．31
 94．3�
57 ファンドレイザー 	4鹿 57 石川裕紀人 H.H．シェイク・モハメド 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－102：14．57 22．0�
22 コウソクライン 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B490± 02：14．81� 212．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，679，900円 複勝： 47，257，700円 枠連： 22，235，100円
馬連： 69，196，400円 馬単： 30，992，000円 ワイド： 42，672，300円
3連複： 90，808，800円 3連単： 116，029，600円 計： 449，871，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 180円 � 180円 枠 連（1－4） 450円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 390円 �� 490円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 306799 的中 � 68202（2番人気）
複勝票数 計 472577 的中 � 95099（2番人気）� 64546（3番人気）� 62634（4番人気）
枠連票数 計 222351 的中 （1－4） 38136（1番人気）
馬連票数 計 691964 的中 �� 53841（3番人気）
馬単票数 計 309920 的中 �� 13357（4番人気）
ワイド票数 計 426723 的中 �� 28979（3番人気）�� 22307（5番人気）�� 19046（6番人気）
3連複票数 計 908088 的中 ��� 32077（4番人気）
3連単票数 計1160296 的中 ��� 10441（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．3―31．0―43．7―55．9―1：07．7―1：20．6―1：33．7―1：46．3―1：58．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロノスタシス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．5．28 東京1着

2013．4．3生 牡4芦 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 5戦3勝 賞金 21，900，000円

15056 6月17日 晴 良 （29東京3）第5日 第8競走 ��
��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

612 アフターバーナー 牡3鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B508＋ 41：17．7 2．9�

23 スピーディクール 牡3栗 54 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 476＋ 21：18．01� 39．4�
11 	 ブランメジェール 牝3芦 52 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 462－ 21：18．31� 5．6�

815 フ ィ ス キ オ 牡3栗 54 北村 宏司�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 468＋ 41：18．4
 15．0�
59 ジェットコルサ 牡5青 57 吉田 豊尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 478－ 21：18．61
 14．5�
816 ラピッドライズ 牝4青鹿 55

54 ☆木幡 巧也下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484＋ 2 〃 クビ 67．9	
24 ペイシャバラード 牝4黒鹿55 戸崎 圭太北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 452＋ 41：18．91
 4．6

611 バナナボート 牡3栗 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 416± 01：19．32
 20．5�
36 ウインアンビション 牡4鹿 57 C．ルメール�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 502＋ 2 〃 ハナ 10．0�
48 	 グリターテソーロ 牡3鹿 54 田辺 裕信了德寺健二氏 武井 亮 米 Steve Hol-

liday 478－ 4 〃 クビ 10．6
47 カ ラ ー ラ 牝3鹿 52 津村 明秀平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 440± 01：19．51� 27．5�
510� シャイニングカフェ 牡5黒鹿57 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 520＋ 41：19．6� 66．9�
713� カンテサンス 牡3栗 54 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 474－ 81：19．81� 296．2�
714 サンアルパイン 5鹿 57 上野 翔 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B502± 0 〃 ハナ 207．1�
35 リンガスヴィグラス 牝5鹿 55 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 468＋ 21：20．22
 31．9�
12 � ゴセイバイシキモク 牡4芦 57

54 ▲藤田菜七子内田 玄祥氏 根本 康広 新ひだか 田中 裕之 478－ 41：20．73 182．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，434，700円 複勝： 70，155，600円 枠連： 22，593，700円
馬連： 97，953，400円 馬単： 40，256，400円 ワイド： 56，694，300円
3連複： 125，037，600円 3連単： 150，673，800円 計： 599，799，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 870円 � 200円 枠 連（2－6） 670円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 10，010円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 460円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 11，380円 3 連 単 ��� 62，310円

票 数

単勝票数 計 364347 的中 � 99624（1番人気）
複勝票数 計 701556 的中 � 178032（1番人気）� 14005（11番人気）� 90162（3番人気）
枠連票数 計 225937 的中 （2－6） 25857（1番人気）
馬連票数 計 979534 的中 �� 11774（23番人気）
馬単票数 計 402564 的中 �� 3016（33番人気）
ワイド票数 計 566943 的中 �� 6498（25番人気）�� 34802（2番人気）�� 3841（45番人気）
3連複票数 計1250376 的中 ��� 8236（36番人気）
3連単票数 計1506738 的中 ��� 1753（201番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．8―28．9―40．8―52．7―1：04．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフターバーナー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2016．6．18 東京2着

2014．5．2生 牡3鹿 母 フ ァ ダ ラ ン 母母 Danseur Fabuleux 9戦2勝 賞金 23，539，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 マインドブロウ号・ワシントンレガシー号



15057 6月17日 晴 良 （29東京3）第5日 第9競走 ��1，800�
は ち じ ょ う じ ま

八 丈 島 特 別
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

11 ペイドメルヴェイユ 牝3栗 52 杉原 誠人吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 470－ 41：47．3 7．8�
22 ナムラムラサキ 牝3鹿 52 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 422＋ 2 〃 アタマ 12．2�
44 ミッシングリンク 牝3栗 52 石川裕紀人小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 512＋ 41：47．4� 11．6�
67 ルネイション 牝4黒鹿55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋14 〃 クビ 2．4�
79 マ ン ハ イ ム 牝3栗 52 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 424－ 41：47．61� 4．0�
66 スマイルミーティア 牝5黒鹿55 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 446－ 41：48．02� 72．4	
810 ゴールデンハープ 牝5栗 55 吉田 豊窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 21：48．31� 162．8

55 ピサノベルベット 牝3鹿 52 大野 拓弥市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 446－ 6 〃 ハナ 31．3�
78 ナイアガラモンロー 牝5鹿 55 田中 勝春塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 	川 啓一 502＋ 41：48．83 55．1
33 アンネリース 牝3鹿 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 61：49．01� 6．4�
811 ミンネザング 牝3鹿 52 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：49．85 13．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 46，156，600円 複勝： 64，157，700円 枠連： 18，983，300円
馬連： 108，949，800円 馬単： 50，455，500円 ワイド： 56，871，000円
3連複： 126，369，100円 3連単： 203，702，000円 計： 675，645，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 280円 � 310円 � 290円 枠 連（1－2） 3，600円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 940円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 7，600円 3 連 単 ��� 41，360円

票 数

単勝票数 計 461566 的中 � 47317（4番人気）
複勝票数 計 641577 的中 � 61371（4番人気）� 53549（6番人気）� 57556（5番人気）
枠連票数 計 189833 的中 （1－2） 4085（16番人気）
馬連票数 計1089498 的中 �� 22817（17番人気）
馬単票数 計 504555 的中 �� 5612（30番人気）
ワイド票数 計 568710 的中 �� 13894（16番人気）�� 15768（13番人気）�� 10351（19番人気）
3連複票数 計1263691 的中 ��� 12470（30番人気）
3連単票数 計2037020 的中 ��� 3570（155番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．3―12．4―12．4―12．1―10．8―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．0―49．4―1：01．8―1：13．9―1：24．7―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．4

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

勝馬の
紹 介

ペイドメルヴェイユ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．23 福島1着

2014．4．16生 牝3栗 母 ミスティックリバー 母母 ホワイトウォーターアフェア 6戦2勝 賞金 21，400，000円

15058 6月17日 晴 良 （29東京3）第5日 第10競走 ��
��1，400�

さ が み こ

相 模 湖 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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

11 ショウナンライズ 牡4栗 57 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 458－ 21：20．2 3．8�
79 � ライズスクリュー 牝3栗 52 柴田 善臣島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－ 41：20．51	 38．6�
68 アルジャンテ 牝4芦 55 C．ルメール �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 41：20．71
 3．7�
55 アッラサルーテ 牝4栗 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 クビ 6．8�
67 エクラミレネール 牝4芦 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 21：20．8クビ 13．5	
812 タケデンタイガー 牡5栗 57 吉田 豊武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 B470± 0 〃 ハナ 69．4

811 ド ー ヴ ァ ー 牡4栗 57 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 21：21．12 2．3�
44 リヴィエール 牝6芦 55 石橋 脩杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 472± 01：21．31
 105．8�
22 スノーレパード 牝6黒鹿55 石川裕紀人 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋101：21．61	 192．8
710 コ ウ セ ン 牡7鹿 57 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 480－12 〃 アタマ 83．5�
33 ジ ェ イ ラ ー 牝4栗 55 菊沢 一樹岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 440－ 21：22．23� 87．0�

（11頭）
56 ビヨンジオール 牡5鹿 57 横山 典弘林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 506± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，458，100円 複勝： 66，781，900円 枠連： 28，574，700円
馬連： 120，536，100円 馬単： 56，053，500円 ワイド： 56，168，700円
3連複： 134，048，000円 3連単： 207，631，200円 計： 718，252，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 490円 � 160円 枠 連（1－7） 4，130円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 7，400円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 330円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 28，140円

票 数

単勝票数 差引計 484581（返還計 19983） 的中 � 99668（3番人気）
複勝票数 差引計 667819（返還計 52481） 的中 � 119327（3番人気）� 25253（6番人気）� 129913（2番人気）
枠連票数 差引計 285747（返還計 6074） 的中 （1－7） 5351（11番人気）
馬連票数 差引計1205361（返還計188963） 的中 �� 19094（13番人気）
馬単票数 差引計 560535（返還計 82589） 的中 �� 5677（22番人気）
ワイド票数 差引計 561687（返還計 94442） 的中 �� 9958（13番人気）�� 49721（3番人気）�� 8595（14番人気）
3連複票数 差引計1340480（返還計395661） 的中 ��� 19410（15番人気）
3連単票数 差引計2076312（返還計608939） 的中 ��� 5348（83番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．3―11．9―11．0―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．7―46．6―57．6―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンライズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rahy デビュー 2015．8．1 新潟2着

2013．4．14生 牡4栗 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif 13戦4勝 賞金 59，836，000円
〔競走除外〕 ビヨンジオール号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。



15059 6月17日 晴 良 （29東京3）第5日 第11競走 ��
��2，000�ジューンステークス

発走15時45分 （芝・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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

55 ヴ ォ ー ジ ュ 牡4青鹿57 内田 博幸杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 514＋ 21：59．1 4．5�
11 プロディガルサン 牡4鹿 57 C．ルメール 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 502－ 21：59．2� 1．8�
22 パワースラッガー 牡6鹿 57 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 486－ 4 〃 クビ 39．0�
810 スモークフリー 牡5芦 57 横山 典弘 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 538± 01：59．41	 9．8�
67 グランドサッシュ 牡6黒鹿57 大野 拓弥 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 2 〃 クビ 94．7	
44 サトノスティング 牡6青鹿57 吉田 豊里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 458－141：59．5� 69．1

33 トーセンマタコイヤ 牡6青鹿57 戸崎 圭太島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 476± 01：59．6
 5．1�
78 トレジャーマップ 牡6鹿 57 丸田 恭介小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 448± 01：59．7クビ 225．4
66 ブラックバゴ 牡5黒鹿57 石橋 脩 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 526＋ 2 〃 クビ 13．7�
811 ドレッドノータス �4栗 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458－ 41：59．8� 17．0�
79 コウエイワンマン 牡6黒鹿57 津村 明秀釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 528－ 22：00．01	 143．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 103，012，800円 複勝： 114，891，300円 枠連： 53，262，500円
馬連： 291，963，600円 馬単： 143，551，400円 ワイド： 129，965，700円
3連複： 364，059，400円 3連単： 725，672，200円 計： 1，926，378，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 120円 � 320円 枠 連（1－5） 410円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 200円 �� 940円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 8，720円

票 数

単勝票数 計1030128 的中 � 180865（2番人気）
複勝票数 計1148913 的中 � 218379（2番人気）� 303861（1番人気）� 61837（7番人気）
枠連票数 計 532625 的中 （1－5） 100593（1番人気）
馬連票数 計2919636 的中 �� 548875（1番人気）
馬単票数 計1435514 的中 �� 99056（3番人気）
ワイド票数 計1299657 的中 �� 203479（1番人気）�� 30428（13番人気）�� 41480（11番人気）
3連複票数 計3640594 的中 ��� 132334（7番人気）
3連単票数 計7256722 的中 ��� 60305（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．6―37．9―49．8―1：01．3―1：13．0―1：24．6―1：35．8―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ヴ ォ ー ジ ュ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．4．23 京都8着

2013．5．15生 牡4青鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 12戦5勝 賞金 77，923，000円

15060 6月17日 晴 良 （29東京3）第5日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16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
1：33．8
1：33．3

重
良

23 � ソレイユドパリ 牡3栗 54 内田 博幸吉田 千津氏 堀 宣行 米 Stone Farm 520－ 41：37．3 1．7�
11 ポッドクヒオ 牝4栗 55 津村 明秀小川眞査雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 446－ 41：37．51	 46．5�
47 アポロナイスジャブ 牡4栗 57 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 436－ 21：37．6
 9．8�
612 フォーハンドレッド 牡3黒鹿54 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 470－ 2 〃 アタマ 12．8�
12 シ ベ リ ウ ス 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B462＋101：37．81	 24．6�
59 ヒトノワドリーム 牡3鹿 54 戸崎 圭太西村 静子氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－ 81：38．22� 11．6�
714� ラ ー リ オ 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 和美氏 田村 康仁 米 Roger S.

Braugh Jr. B550＋ 61：38．73 4．7	
48 プティトシャンティ 牝3青鹿 52

49 ▲菊沢 一樹三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B452＋ 41：39．01
 156．2

24 フジマサクイーン 牝3鹿 52

49 ▲武藤 雅藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 444＋ 4 〃 アタマ 273．6�
611 サンクタリリアス 牝5芦 55 江田 照男�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 484＋ 21：39．31
 73．7
815 エミノマユアク 牝4黒鹿55 田中 勝春�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 468＋ 81：39．51� 11．0�
35 サ マ ニ ー 牡4青鹿57 西田雄一郎井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 B486＋ 21：39．6
 287．8�
713 ヴ ァ ル ー ル 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 450－ 41：39．81	 349．2�
36 デルマチカラ 牡4黒鹿 57

55 △伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 490－ 21：39．9クビ 386．7�
816 ダイリュウハヤテ 牡4鹿 57 北村 宏司大野 龍氏 古賀 史生 新ひだか 木田牧場 528－ 41：40．21� 219．3�
510� テンエイロータス 牡4黒鹿57 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 482＋ 61：40．73 342．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 84，654，500円 複勝： 108，843，500円 枠連： 40，069，000円
馬連： 176，198，100円 馬単： 99，049，900円 ワイド： 99，937，600円
3連複： 227，471，000円 3連単： 423，575，300円 計： 1，259，798，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 630円 � 230円 枠 連（1－2） 1，060円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 440円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 6，630円 3 連 単 ��� 23，490円

票 数

単勝票数 計 846545 的中 � 393524（1番人気）
複勝票数 計1088435 的中 � 396575（1番人気）� 27296（8番人気）� 97272（4番人気）
枠連票数 計 400690 的中 （1－2） 29145（5番人気）
馬連票数 計1761981 的中 �� 39796（12番人気）
馬単票数 計 990499 的中 �� 17190（13番人気）
ワイド票数 計 999376 的中 �� 17505（17番人気）�� 64078（3番人気）�� 8836（25番人気）
3連複票数 計2274710 的中 ��� 25722（21番人気）
3連単票数 計4235753 的中 ��� 13072（68番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．4―12．6―12．3―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．2―47．6―1：00．2―1：12．5―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ソレイユドパリ �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2017．2．12 京都3着

2014．5．10生 牡3栗 母 Chatham 母母 Circle of Gold 4戦2勝 賞金 14，000，000円
※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 エバーパッション号・ショークール号・ドルフィンキック号・ファンヴィー号・マイティ号・ヤマタケジャイアン号



（29東京3）第5日 6月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

192，400，000円
6，330，000円
12，060，000円
1，140，000円
21，230，000円
65，789，000円
5，020，600円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
511，628，600円
744，038，100円
275，266，300円
1，176，932，300円
590，207，500円
628，116，900円
1，461，460，900円
2，413，546，200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 7，801，196，800円

総入場人員 26，939名 （有料入場人員 25，298名）
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