
15073 6月24日 晴 良 （29東京3）第7日 第1競走 ��1，600�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
1：33．5
1：32．3

良
良

88 マイネルキャドー 牡2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 むかわ 市川牧場 454± 01：36．4 4．8�

77 サトノオンリーワン 牡2芦 54 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 2 〃 クビ 1．5�

55 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± 01：36．61� 7．3�

11 ブ シ ョ ウ 牡2栗 54 田辺 裕信�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：37．02� 5．8�
66 カガプラナス 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 396－ 2 〃 クビ 131．7	
44 マイネルサリューエ 牡2栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 秋田牧場 482－ 41：37．31� 53．1

89 ル リ エ フ 牝2芦 54 江田 照男�菅井牧場 竹内 正洋 浦河 木戸口牧場 452＋ 81：37．4� 96．9�
33 トーセンリゲル 牡2栗 54

53 ☆木幡 巧也島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 430± 01：38．35 314．9

22 マロンスライム 牡2栗 54
52 △伴 啓太田頭 勇貴氏 石毛 善彦 青森 諏訪牧場 422＋ 21：39．15 254．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，867，700円 複勝： 120，244，000円 枠連： 8，855，000円
馬連： 51，037，200円 馬単： 42，778，500円 ワイド： 29，423，400円
3連複： 60，635，600円 3連単： 168，174，200円 計： 520，015，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 140円 �� 290円 �� 170円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 2，470円

票 数

単勝票数 計 388677 的中 � 66843（2番人気）
複勝票数 計1202440 的中 � 84156（3番人気）� 942182（1番人気）� 55341（4番人気）
枠連票数 計 88550 的中 （7－8） 23474（1番人気）
馬連票数 計 510372 的中 �� 132249（1番人気）
馬単票数 計 427785 的中 �� 33773（5番人気）
ワイド票数 計 294234 的中 �� 64213（1番人気）�� 19453（6番人気）�� 45924（3番人気）
3連複票数 計 606356 的中 ��� 102911（3番人気）
3連単票数 計1681742 的中 ��� 49260（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．5―37．1―50．0―1：02．6―1：13．7―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．8
3 8，6（2，3，9）7，4，1，5 4 8（6，9）（2，3，7）（4，1）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルキャドー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2017．6．10 東京3着

2015．4．6生 牡2芦 母 モントレゾール 母母 コ ミ ラ ス 2戦1勝 賞金 6，800，000円

15074 6月24日 晴 良 （29東京3）第7日 第2競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走10時35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

612 パルナッソス �3芦 56 丸田 恭介 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B470－141：38．0 9．1�
815 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 510－ 41：38．32 4．2�
23 オウケンスターダム 牡3鹿 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 470－101：38．61� 4．8�
59 キャプテンルフィ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 480＋ 61：38．81� 17．1�
611 レコンキスタ 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 488－ 61：39．01� 3．2	
36 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± 0 〃 ハナ 11．9

816 シ ロ イ バ ラ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也�和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 474＋ 41：39．85 46．7�
35 カヴァレリア 牡3鹿 56 横山 典弘 �グリーンファーム新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 508± 01：39．9クビ 16．9
714 クードゥシャポー 牡3栗 56 中谷 雄太栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 498＋ 41：40．21� 131．1�
11 マイネルルタン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 日高 スウィング
フィールド牧場 462－ 4 〃 クビ 168．1�

47 アクセルゼンカイ 牡3栗 56 内田 博幸山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 502 ―1：40．3クビ 95．3�
12 セイユウロマンス 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹松岡 正二氏 加藤 和宏 厚真 大川牧場 468＋ 21：40．72� 284．4�
24 ポルタヴィオン 牡3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 462－101：40．8� 38．8�
713 ホーププラウド 牡3鹿 56 大野 拓弥岡田 勇氏 柴田 政人 日高 千葉飯田牧場 456± 01：41．75 9．8�
510 ショーショーサ 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B488 1：41．8クビ 90．7�
48 ジョリーラブ 牡3栗 56 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 482－ 41：43．7大差 256．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，017，000円 複勝： 47，655，700円 枠連： 16，865，100円
馬連： 60，287，000円 馬単： 27，259，300円 ワイド： 36，532，800円
3連複： 80，403，600円 3連単： 92，468，100円 計： 389，488，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 280円 � 160円 � 170円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 900円 �� 670円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 18，760円

票 数

単勝票数 計 280170 的中 � 24606（4番人気）
複勝票数 計 476557 的中 � 36144（6番人気）� 84377（2番人気）� 77888（3番人気）
枠連票数 計 168651 的中 （6－8） 22168（2番人気）
馬連票数 計 602870 的中 �� 19210（10番人気）
馬単票数 計 272593 的中 �� 4133（22番人気）
ワイド票数 計 365328 的中 �� 9999（13番人気）�� 13904（8番人気）�� 20743（3番人気）
3連複票数 計 804036 的中 ��� 17788（9番人気）
3連単票数 計 924681 的中 ��� 3573（51番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．3―12．5―12．6―12．6―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―35．4―47．9―1：00．5―1：13．1―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パルナッソス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．25 中山10着

2014．3．30生 �3芦 母 カ ス タ リ ア 母母 カ タ リ ス ト 6戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョリーラブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月24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。
（非当選馬） 2頭 アイフィルプリティ号・ネコフッピー号
（非抽選馬） 2頭 クリノユウコリン号・ルーセントオーデ号

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７日



15075 6月24日 晴 良 （29東京3）第7日 第3競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走11時05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

714 フレンドパリ 牝3黒鹿54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 440± 01：25．7 13．3�
11 ヌンジュリエット 牝3黒鹿54 大野 拓弥ヌンクラブ� 清水 英克 日高 ナカノファーム 474＋ 41：25．8� 10．9�
510 マヤノオラティオ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 462± 0 〃 クビ 4．5�
816 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 424－ 41：25．9クビ 6．3�
23 ヴ ィ オ ラ 牝3黒鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436－ 6 〃 クビ 22．2�
48 トラストエンジェル 牝3黒鹿54 内田 博幸菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 424＋ 61：26．32� 2．6	
35 ナムラアヴィ 牝3栗 54 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 472－ 41：26．51 13．9

36 カズノスイセイ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 前川 正美 480＋ 6 〃 クビ 63．9�
59 ムーンロード 牝3鹿 54 柴田 大知吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 388± 01：26．6クビ 34．7�
47 クオリティスタート 牝3栗 54

52 △伴 啓太大谷 正嗣氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 494－ 81：26．81� 25．7
713 ビバジャンティ 牝3芦 54 杉原 誠人田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 478＋ 6 〃 クビ 49．2�
12 ハートブレイク 牝3鹿 54 吉田 豊髙橋照比古氏 土田 稔 浦河 王蔵牧場 418± 01：27．01 149．6�
815 コウセイエリザベス 牝3鹿 54 江田 照男杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 468± 01：27．31� 58．2�
24 ニシノオマージュ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 448＋ 4 〃 アタマ 221．5�
612 サウスクイーン 牝3芦 54

51 ▲武藤 雅南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 428＋ 4 〃 クビ 30．3�
611 シルヴァーナ 牝3青鹿54 丸田 恭介 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 454－141：28．04 22．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，846，500円 複勝： 62，572，800円 枠連： 17，195，200円
馬連： 67，508，500円 馬単： 30，382，700円 ワイド： 44，869，900円
3連複： 93，692，600円 3連単： 106，084，800円 計： 454，153，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 260円 � 240円 � 160円 枠 連（1－7） 5，790円

馬 連 �� 6，610円 馬 単 �� 16，030円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 820円 �� 880円

3 連 複 ��� 10，020円 3 連 単 ��� 103，090円

票 数

単勝票数 計 318465 的中 � 19105（5番人気）
複勝票数 計 625728 的中 � 55056（5番人気）� 62611（4番人気）� 124033（2番人気）
枠連票数 計 171952 的中 （1－7） 2299（21番人気）
馬連票数 計 675085 的中 �� 7906（23番人気）
馬単票数 計 303827 的中 �� 1421（55番人気）
ワイド票数 計 448699 的中 �� 6270（18番人気）�� 14373（5番人気）�� 13213（8番人気）
3連複票数 計 936926 的中 ��� 7012（27番人気）
3連単票数 計1060848 的中 ��� 746（302番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．7―48．3―1：00．5―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレンドパリ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．9 函館5着

2014．4．25生 牝3黒鹿 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 11戦1勝 賞金 9，750，000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。
（非抽選馬） 2頭 プリンプリンカフェ号・マサリヤヒメ号

15076 6月24日 晴 良 （29東京3）第7日 第4競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走11時35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
2：22．1
2：22．1

良
良

11 インペリアルフィズ 牡3栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B452－ 62：26．6 5．6�
612 ルーラーキング 牡3鹿 56 戸崎 圭太宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 460－ 42：26．81� 2．3�
713 フレスコパスト 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 400－ 2 〃 クビ 59．7�
48 ベストダンス 牡3黒鹿56 大野 拓弥平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492± 02：27．01� 25．5�
12 マイネルハレオ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 428＋ 22：27．21� 7．1	
816 アーネストホープ 牡3栗 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 42：27．3� 16．6

36 サンジュリアン 牝3鹿 54 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440＋ 22：27．4� 100．3�
47 シャトウチョウサン 牝3鹿 54 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 456＋102：27．71� 293．8�
24 アウトオンアリム 牡3鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516 ―2：27．91� 73．1
611 ピンクスパイダー 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 北田 剛 424＋ 2 〃 アタマ 27．7�
818 ナカヤマグラン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 北洋牧場 438－102：28．0クビ 487．9�
35 ポイントオブエイム 牡3青鹿56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 築紫 洋 464＋ 2 〃 クビ 160．5�
715 ヴァッラータ 牝3芦 54

53 ☆木幡 巧也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 42：28．32 32．6�

817 サトノヴィクトリー 牡3鹿 56 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B448－ 6 〃 ハナ 11．6�
59 ヘラクレスバイオ 牡3黒鹿56 江田 照男バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 434－ 62：28．72� 77．2�
510 パラディラタン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹堀 祥子氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 42：28．91 29．4�

23 メロウハート 牝3黒鹿54 津村 明秀 �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 524－ 42：29．43 6．3�
714 ダンスウィズユー 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �シルクレーシング 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 564＋ 42：30．57 121．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，659，700円 複勝： 53，975，900円 枠連： 21，136，500円
馬連： 70，351，300円 馬単： 33，980，300円 ワイド： 45，758，000円
3連複： 92，056，500円 3連単： 113，552，600円 計： 467，470，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 140円 � 1，160円 枠 連（1－6） 330円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 370円 �� 3，070円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 10，580円 3 連 単 ��� 50，100円

票 数

単勝票数 計 366597 的中 � 51521（2番人気）
複勝票数 計 539759 的中 � 68600（3番人気）� 129476（1番人気）� 8166（12番人気）
枠連票数 計 211365 的中 （1－6） 49133（1番人気）
馬連票数 計 703513 的中 �� 71322（1番人気）
馬単票数 計 339803 的中 �� 12719（5番人気）
ワイド票数 計 457580 的中 �� 35769（1番人気）�� 3554（32番人気）�� 5194（24番人気）
3連複票数 計 920565 的中 ��� 6520（30番人気）
3連単票数 計1135526 的中 ��� 1643（133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．5―36．2―49．2―1：02．1―1：15．1―1：27．9―1：39．8―1：51．6―2：03．1―2：14．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
10，14（2，3）－4，6（7，12）1（5，15）（9，16）11（8，13）17，18・（10，14，3，9）2（4，12）（6，7）（15，16）1（8，5，13）（17，11，18）

2
4

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

勝馬の
紹 介

インペリアルフィズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．6 東京7着

2014．2．25生 牡3栗 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ 7戦1勝 賞金 6，000，000円



15077 6月24日 晴 良 （29東京3）第7日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：33．5
1：32．3

良
良

36 マイネルサイルーン 牡2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 小野 秀治 426 ―1：35．9 49．8�

714 ミュージアムヒル 牝2鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 クビ 2．8�
59 スピリットワンベル 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 516 ―1：36．32� 6．0�
510 モカチョウサン 牝2栗 54 吉田 豊�チョウサン 中舘 英二 平取 坂東牧場 422 ―1：36．4� 7．1�
12 シ ェ ー ナ 牝2鹿 54 石川裕紀人�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416 ― 〃 クビ 25．5�
611 スピードウイング 牡2鹿 54 村田 一誠池田 草龍氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 446 ―1：37．25 114．4	
24 サムライロード 牡2黒鹿54 内田 博幸�KTレーシング 栗田 徹 日高 日高大洋牧場 462 ―1：37．3クビ 35．1

816 コスモラフェット 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：37．4� 12．8�
815� バレットテソーロ 牝2鹿 54 大野 拓弥了德寺健二氏 金成 貴史 愛 Lynch Bages &

Camas Park Stud 456 ―1：37．5� 94．4
48 クリノモリゾ 牝2鹿 54 石橋 脩栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 424 ―1：38．03 159．8�
35 リーベグランツ 牝2鹿 54 横山 典弘吉田 晴哉氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 460 ―1：38．1� 8．7�
612 トゥルータキオン 牡2青鹿54 江田 照男芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 山口 幸雄 460 ―1：39．16 39．6�
11 サイタグレイス 牝2鹿 54 田中 勝春サイタグローバル 杉浦 宏昭 白老 習志野牧場 422 ―1：40．27 174．4�
713 マインキング 牡2芦 54 武士沢友治峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 444 ―1：41．69 193．5�
47 サンセイラム 牡2鹿 54 嶋田 純次 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新ひだか 乾 皆雄 446 ―1：43．6大差 363．0�
23 レッドガーランド 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 482 ―1：43．8� 5．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，549，800円 複勝： 47，408，400円 枠連： 18，350，000円
馬連： 70，573，700円 馬単： 32，905，700円 ワイド： 40，286，800円
3連複： 81，533，000円 3連単： 99，246，800円 計： 434，854，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，980円 複 勝 � 740円 � 140円 � 180円 枠 連（3－7） 930円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 15，130円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 2，450円 �� 380円

3 連 複 ��� 8，870円 3 連 単 ��� 101，910円

票 数

単勝票数 計 445498 的中 � 7587（10番人気）
複勝票数 計 474084 的中 � 10946（10番人気）� 119804（1番人気）� 70581（2番人気）
枠連票数 計 183500 的中 （3－7） 15239（4番人気）
馬連票数 計 705737 的中 �� 9893（21番人気）
馬単票数 計 329057 的中 �� 1631（52番人気）
ワイド票数 計 402868 的中 �� 6290（18番人気）�� 3944（28番人気）�� 30023（1番人気）
3連複票数 計 815330 的中 ��� 6890（29番人気）
3連単票数 計 992468 的中 ��� 706（313番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．1―12．2―11．9―11．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．5―48．7―1：00．6―1：12．0―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．3
3 8，9（2，16）（4，15）（6，14）5，10－11，1＝7，12＝3，13 4 ・（8，9）－（2，16）15（6，4，14）（5，10）－11＝1－12＝（13，7）＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルサイルーン �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル 初出走

2015．3．13生 牡2黒鹿 母 ジャックカガヤキ 母母 レイホーロード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 レッドガーランド号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 レッドガーランド号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マインキング号・サンセイラム号・レッドガーランド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年7月24日まで平地競走に出走できない。

15078 6月24日 晴 良 （29東京3）第7日 第6競走 1，300�サラブレッド系3歳
発走12時55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

24 カネトシユキミ 牝3黒鹿 54
51 ▲武藤 雅兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 400＋ 41：19．0 37．6�

35 ジ ッ テ 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 浦河 中島牧場 456± 01：19．32 55．6�
510 ペ ラ ッ チ �3栗 56 内田 博幸荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B464－ 61：19．51� 60．9�
815 サ ン コ ロ ナ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 398－ 21：19．6� 58．8�

48 アントレーン 牝3栗 54 熊沢 重文鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 432＋ 21：20．02� 8．5�
611 パーティーピーポー 牡3鹿 56 戸崎 圭太 	いとはんホール

ディングス 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468± 01：20．21� 4．0

47 ニシノマッハ 牡3鹿 56 吉田 豊西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 452－141：20．3クビ 86．3�
59 ダノンイーグル 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 488－ 8 〃 クビ 1．9�
612 セブンレジェンド 牡3黒鹿56 柴田 善臣橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 512－ 8 〃 ハナ 37．2
11 バーンザブリッジ 牡3鹿 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 518＋ 4 〃 ハナ 87．6�
12 アサーティブ 牝3鹿 54 石川裕紀人�G1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 452－ 81：20．5� 19．2�
36 レアリティバイオ 牡3鹿 56 大野 拓弥バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 514± 01：20．6� 15．7�
714 ロマンスマジック 牝3栗 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 446＋ 21：21．02� 14．7�
23 ハコダテオウカ 牝3鹿 54 中谷 雄太河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 474＋ 61：21．1� 78．6�
816 ディアヴイーバル 牡3栗 56 田中 勝春ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 桑田 正己 466＋ 61：21．52� 32．5�
713 ロバリーゴー 牡3黒鹿56 江田 照男木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 486－ 21：22．03 53．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，960，800円 複勝： 50，080，100円 枠連： 18，665，900円
馬連： 72，014，100円 馬単： 36，648，400円 ワイド： 47，629，000円
3連複： 91，004，600円 3連単： 119，701，000円 計： 467，703，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，760円 複 勝 � 630円 � 1，220円 � 1，490円 枠 連（2－3） 7，360円

馬 連 �� 46，500円 馬 単 �� 96，100円

ワ イ ド �� 7，430円 �� 16，210円 �� 27，190円

3 連 複 ��� 598，710円 3 連 単 ��� 3，615，960円

票 数

単勝票数 計 319608 的中 � 6786（9番人気）
複勝票数 計 500801 的中 � 21899（7番人気）� 10727（11番人気）� 8668（12番人気）
枠連票数 計 186659 的中 （2－3） 1964（23番人気）
馬連票数 計 720141 的中 �� 1200（68番人気）
馬単票数 計 366484 的中 �� 286（130番人気）
ワイド票数 計 476290 的中 �� 1662（55番人気）�� 758（92番人気）�� 451（114番人気）
3連複票数 計 910046 的中 ��� 114（435番人気）
3連単票数 計1197010 的中 ��� 24（2713番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．5―30．1―42．1―53．9―1：06．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシユキミ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．12．24 中山3着

2014．3．14生 牝3黒鹿 母 カネトシスラーヴァ 母母 カネトシシェーバー 6戦1勝 賞金 7，550，000円
〔発走状況〕 ロバリーゴー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カネトシユキミ号の騎手武藤雅は，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50，000円。（被害馬：15番）
〔調教再審査〕 ロバリーゴー号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 コーリンマカロン号



15079 6月24日 晴 良 （29東京3）第7日 第7競走 1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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

23 ノーブルサンズ 牝4栗 55 田辺 裕信吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー
クスタツド 448＋ 41：36．8 4．4�

816 モリトシラユリ 牝3芦 52 戸崎 圭太石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 486＋ 2 〃 クビ 3．1�
59 サクレディーヴァ 牝4芦 55 横山 典弘 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 520＋101：36．9� 6．6�
48 ピントゥリッキオ 牝4鹿 55 大野 拓弥大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 454－ 21：37．96 7．8�
713� レーヌドオリエント 牝5鹿 55 北村 宏司�G1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 502－ 81：38．0� 5．8�
510 ハヤブサプリプリ 牝4鹿 55 内田 博幸武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 464－ 21：38．2� 20．6	
24 シトロプシス 牝4鹿 55 田中 勝春 
社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468－ 21：38．41� 115．9�
35 プリエンプト 牝3栗 52 石川裕紀人 
社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 472＋ 81：38．5� 23．7�
611 エバーパッション 牝4青鹿 55

54 ☆木幡 巧也宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 アタマ 144．5
47 トミケンチャダル 牝5鹿 55 津村 明秀冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 服部 牧場 506＋ 41：38．6クビ 36．8�
612 スイートメロディー 牝4鹿 55 柴田 善臣村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 ハナ 125．3�
11 オーサムクイーン 牝3芦 52 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 480± 01：38．91� 29．9�
714� インソムニア 牝5黒鹿55 平野 優窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 浦河 谷川牧場 478－ 21：39．0� 357．0�
12 サンウィノナ 牝5鹿 55 武士沢友治 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 470－ 4 〃 ハナ 17．8�
815 ル ア 牝3黒鹿52 丸田 恭介榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 61：39．31� 141．9�
36 エバーシャルマン 牝5黒鹿55 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：39．62 43．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，548，900円 複勝： 64，402，600円 枠連： 20，872，700円
馬連： 85，482，200円 馬単： 36，360，900円 ワイド： 50，164，500円
3連複： 109，006，700円 3連単： 123，682，900円 計： 526，521，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 150円 � 220円 枠 連（2－8） 800円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 390円 �� 550円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 9，390円

票 数

単勝票数 計 365489 的中 � 65200（2番人気）
複勝票数 計 644026 的中 � 110837（2番人気）� 127614（1番人気）� 63889（5番人気）
枠連票数 計 208727 的中 （2－8） 20129（1番人気）
馬連票数 計 854822 的中 �� 77957（1番人気）
馬単票数 計 363609 的中 �� 13402（4番人気）
ワイド票数 計 501645 的中 �� 34151（1番人気）�� 22361（6番人気）�� 31680（2番人気）
3連複票数 計1090067 的中 ��� 51329（1番人気）
3連単票数 計1236829 的中 ��� 9549（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―35．0―47．5―59．8―1：11．9―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．0
3 ・（5，13）9，14（6，16）（3，12）（4，8，7，10）（1，2，11）－15 4 ・（5，13）（9，14）（6，16）（3，12）（4，8，10）（1，7，11）2－15

勝馬の
紹 介

ノーブルサンズ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．10．24 東京5着

2013．4．25生 牝4栗 母 シルククインビー 母母 ユウサンポリッシュ 15戦3勝 賞金 25，025，000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。
（非抽選馬） 3頭 ピアノイッチョウ号・マコトカンパネッロ号・レアドロップ号

15080 6月24日 晴 良 （29東京3）第7日 第8競走 ��3，110�第19回東京ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード3：24．8良

88 シンキングダンサー 牡4栗 60 金子 光希岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 83：27．9 6．4�
66 グッドスカイ 牝4黒鹿58 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 9．4�
11 � ビットアレグロ 牡8栗 60 五十嵐雄祐礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 496－ 83：28．11� 86．6�
77 マイネルフィエスタ 牡7芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 510－ 23：28．2� 38．6�
89 オースミムーン 牡8鹿 61 中村 将之�オースミ 松下 武士 日高 山際 辰夫 482± 03：28．41 5．4�
22 スズカプレスト 牡5鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞	湖 レイクヴィラファーム 452－103：28．61� 7．5	
33 ハギノパトリオット 
5黒鹿60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 470＋103：28．91� 1．6

55 ピースメーカー 牡6鹿 60 平沢 健治小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 83：30．07 34．1�
44 ルートヴィヒコード 牡5鹿 60 小坂 忠士�G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 23：30．1クビ 76．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 39，998，000円 複勝： 62，130，300円 枠連： 17，281，000円
馬連： 69，853，100円 馬単： 48，959，000円 ワイド： 41，241，300円
3連複： 104，230，800円 3連単： 244，742，100円 計： 628，435，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 270円 � 300円 � 1，750円 枠 連（6－8） 1，480円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 790円 �� 3，740円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 28，420円 3 連 単 ��� 159，990円

票 数

単勝票数 計 399980 的中 � 49490（3番人気）
複勝票数 計 621303 的中 � 66693（2番人気）� 59043（5番人気）� 7745（8番人気）
枠連票数 計 172810 的中 （6－8） 9039（5番人気）
馬連票数 計 698531 的中 �� 22258（11番人気）
馬単票数 計 489590 的中 �� 6822（21番人気）
ワイド票数 計 412413 的中 �� 14147（10番人気）�� 2769（25番人気）�� 2589（28番人気）
3連複票数 計1042308 的中 ��� 2750（54番人気）
3連単票数 計2447421 的中 ��� 1109（240番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 50．4－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンキングダンサー 
�
父 コンデュイット 

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2015．11．1 福島3着

2013．3．10生 牡4栗 母 スプリングボード 母母 マイラブクイーン 障害：7戦3勝 賞金 58，493，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 グッドスカイ号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

マイネルフィエスタ号の騎手植野貴也は，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。



15081 6月24日 晴 良 （29東京3）第7日 第9競走 ��1，400�
ひ の

日 野 特 別
発走14時35分 （ダート・左）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612 メイプルキング 牡4鹿 57 戸崎 圭太節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 462＋ 21：23．7 6．9�
714 ウィズエモーション 牝4鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 482＋ 21：24．12� 19．9�
510 ケンコンイッテキ 牡4青鹿57 内田 博幸 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 510＋121：24．2� 2．7�
47 ワンパーセント 牡4栗 57 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 482± 01：24．3クビ 9．3	
24 ララパルーザ 牡4鹿 57 江田 照男 �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 B516－ 21：24．4� 22．1

48 タイセイスペリオル 牡4鹿 57 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 ハナ 3．4�
36 � 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 470－ 41：25．03� 66．9�
59 	 ベ ラ ポ ー サ 牝4鹿 55 石橋 脩吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 494± 01：25．1� 17．4
815� ウエスタンボルト 
4鹿 57 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 452－101：25．2� 43．8�
611 ネ コ ビ ッ チ 牡3鹿 54 伴 啓太桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 482＋ 21：25．52 82．3�
713 ドルフィンキック 牡3栗 54 柴田 善臣谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 470－ 81：25．92� 129．6�
23 クリプトスコード 牝4栗 55 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 486－141：26．0クビ 143．8�
35 ショークール 牡4栗 57 丸田 恭介吉冨 学氏 加藤 和宏 新冠 若林牧場 504－ 71：26．21 122．2�
12 ダ イ フ ク 牡4黒鹿57 大野 拓弥小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 484＋ 41：27．37 12．1�
816 シャンパンサーベル 牝5黒鹿55 横山 典弘田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 466－ 61：27．4� 122．9�
11 ロ ジ ベ ス ト 牡3黒鹿54 木幡 巧也久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋ 21：28．14 26．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，574，500円 複勝： 80，865，000円 枠連： 33，292，900円
馬連： 140，175，200円 馬単： 58，637，300円 ワイド： 76，406，600円
3連複： 183，916，500円 3連単： 235，584，600円 計： 857，452，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 470円 � 150円 枠 連（6－7） 5，080円

馬 連 �� 7，260円 馬 単 �� 11，830円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 410円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 62，630円

票 数

単勝票数 計 485745 的中 � 55554（3番人気）
複勝票数 計 808650 的中 � 115270（3番人気）� 32520（8番人気）� 174721（1番人気）
枠連票数 計 332929 的中 （6－7） 5070（17番人気）
馬連票数 計1401752 的中 �� 14960（23番人気）
馬単票数 計 586373 的中 �� 3716（38番人気）
ワイド票数 計 764066 的中 �� 9654（22番人気）�� 53057（2番人気）�� 14711（15番人気）
3連複票数 計1839165 的中 ��� 18026（27番人気）
3連単票数 計2355846 的中 ��� 2727（192番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．3―47．1―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイプルキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．25 東京1着

2013．4．20生 牡4鹿 母 イズミバード 母母 ロ ジ ー タ 16戦3勝 賞金 32，078，000円
※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。
（非当選馬） 3頭 コスモクウェンチ号・メイスンスパート号・ヤマタケジャイアン号
（非抽選馬） 1頭 ハシカミ号

15082 6月24日 晴 良 （29東京3）第7日 第10競走 ��1，800�
や つ が た け

八 ヶ 岳 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，28．6．25以降29．6．18まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

33 リ カ ビ ト ス 牝3鹿 51 戸崎 圭太 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 420－ 81：46．1 2．3�
11 ゴールドエッセンス 牝5鹿 52 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B414－ 41：46．2� 30．7�
810 アーバンキッド 牡4鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 ハナ 3．9�
55 � シンボリタピット 牡5鹿 54 木幡 巧也シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 490± 01：46．41� 6．3�
811 オンタケハート 牡6鹿 55 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 486＋ 21：46．5� 15．1�
78 ニシノジャーニー 牡4青鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 442± 0 〃 アタマ 17．2	
66 ベストリゾート 牡3鹿 53 津村 明秀保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 6．6

22 コスモナインボール 牡5鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 484± 01：46．71� 13．6�
44 ダイワスキャンプ �5鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 426－ 2 〃 アタマ 110．8�
67 デルマサリーチャン 牝6鹿 51 吉田 豊浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 490－ 21：46．91� 181．5
79 � ヌ ー ナ 牝5黒鹿51 石川裕紀人岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

530＋ 81：47．43 139．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 63，894，900円 複勝： 71，596，000円 枠連： 28，921，800円
馬連： 151，618，100円 馬単： 70，956，400円 ワイド： 75，607，200円
3連複： 179，692，600円 3連単： 305，691，400円 計： 947，978，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 410円 � 150円 枠 連（1－3） 3，170円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 270円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 21，680円

票 数

単勝票数 計 638949 的中 � 221773（1番人気）
複勝票数 計 715960 的中 � 154602（1番人気）� 30949（8番人気）� 142740（2番人気）
枠連票数 計 289218 的中 （1－3） 7062（12番人気）
馬連票数 計1516181 的中 �� 34300（16番人気）
馬単票数 計 709564 的中 �� 12580（17番人気）
ワイド票数 計 756072 的中 �� 13800（18番人気）�� 84819（1番人気）�� 12296（21番人気）
3連複票数 計1796926 的中 ��� 30565（20番人気）
3連単票数 計3056914 的中 ��� 10218（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―36．6―48．6―1：00．4―1：11．8―1：22．8―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F34．3

3 ・（2，5）（7，10）（1，6，11）（4，3，9）8
2
4

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

リ カ ビ ト ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．10．23 新潟1着

2014．5．10生 牝3鹿 母 エンシェントヒル 母母 アズテックヒル 3戦3勝 賞金 29，466，000円



15083 6月24日 晴 良 （29東京3）第7日 第11競走 ��1，600�
げ し

夏至ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．6．25以降29．6．18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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

36 ルールソヴァール �5栗 54 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 新ひだか 岡田スタツド B490－ 41：35．5 22．4�

510 レッドゲルニカ 牡4鹿 58 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 556＋ 6 〃 ハナ 6．9�
24 シュナウザー 牡4黒鹿56 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 アタマ 1．4�
11 コアレスキング 牡7鹿 54 内田 博幸小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 534－101：36．03 35．9�
612 ジャッカスバーク �6黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530－ 4 〃 クビ 119．0	
714 ワンダーリーデル 牡4鹿 55 石川裕紀人山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 524－ 41：36．1クビ 15．1

48 クロフネビームス 牝5芦 54 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 484－101：36．52� 7．2�
35 ロードフォワード 牡6青鹿54 津村 明秀 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 460－ 41：37．03 97．9�
713 ショウナンカサロ 牝5青鹿52 横山 典弘国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 468－ 2 〃 クビ 48．0
12 スズカシャーマン 牝6芦 50 丸田 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 456－ 2 〃 ハナ 226．1�
611 プレスティージオ 牡4栗 57 江田 照男奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 472－ 21：37．1� 17．2�
47 カフェリュウジン 牡7鹿 53 木幡 巧也西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 538＋ 81：37．2クビ 217．1�
816 ア チ ー ヴ 牡7黒鹿53 野中悠太郎前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 480－ 4 〃 ハナ 204．6�
23 イ ク ラ ト ロ 牡6鹿 55 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 422－ 61：37．51� 84．9�
815 メイスンウォー 牡7鹿 54 柴田 大知梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 4 〃 アタマ 290．3�
59 メガオパールカフェ 牡6栗 53 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 532－ 81：38．03 54．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 95，105，400円 複勝： 180，502，000円 枠連： 58，925，700円
馬連： 288，477，100円 馬単： 154，132，200円 ワイド： 137，727，400円
3連複： 387，625，100円 3連単： 703，124，900円 計： 2，005，619，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 290円 � 170円 � 110円 枠 連（3－5） 4，000円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 16，770円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 490円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 33，240円

票 数

単勝票数 計 951054 的中 � 33936（6番人気）
複勝票数 計1805020 的中 � 72097（6番人気）� 161255（3番人気）� 988971（1番人気）
枠連票数 計 589257 的中 （3－5） 11399（13番人気）
馬連票数 計2884771 的中 �� 34361（18番人気）
馬単票数 計1541322 的中 �� 6890（39番人気）
ワイド票数 計1377274 的中 �� 18598（17番人気）�� 69364（5番人気）�� 168474（2番人気）
3連複票数 計3876251 的中 ��� 135610（7番人気）
3連単票数 計7031249 的中 ��� 15333（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―35．0―47．2―59．2―1：11．0―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルールソヴァール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．2．7 東京4着

2012．5．20生 �5栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 19戦5勝 賞金 90，853，000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 ニットウビクトリー号・ヒデノインペリアル号

15084 6月24日 曇 良 （29東京3）第7日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時30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
1：19．6
1：19．0

良
良

23 ショウナンアンセム 牡4芦 57 戸崎 圭太�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 476－ 21：21．8 3．0�
35 プラトリーナ 牝4鹿 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 412＋ 41：22．22� 46．3�
611 スターオブペルシャ �4栗 57 内田 博幸 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504＋ 61：22．3� 3．1�
612 シュピールカルテ 牝3青鹿52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 6 〃 クビ 9．3�
510 リルティングインク 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 440－ 81：22．4クビ 18．6	

24 メンデンホール 牝4黒鹿55 田中 勝春 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 480－ 61：22．5� 19．6


713 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 442－ 6 〃 クビ 104．1�
12 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 468－ 21：22．71	 128．4�
11 アンジェリー 牝5黒鹿55 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 456＋ 61：22．8� 15．2
816 サンアンカレッジ 牡3栗 54

51 ▲野中悠太郎 �加藤ステーブル 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 480＋ 2 〃 クビ 5．6�
47 ワイナルダム 牡3青鹿 54

51 ▲武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 438＋ 21：23．01	 10．9�
36 ウェーニーウィキー 牝4栗 55 武士沢友治ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 488± 01：23．1� 168．5�
714 アルマククナ 牝4鹿 55

53 △伴 啓太コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 422－ 81：23．31	 341．5�
815
 ケイビイノキセキ 牡5鹿 57 西田雄一郎菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 516＋ 6 〃 ハナ 107．9�
59 デルマチカラ 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 488－ 21：25．0大差 304．8�
48 
 クリノヒミコ 牝3鹿 52 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 釧路 横山 宏 446－141：25．53 362．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，832，100円 複勝： 98，707，500円 枠連： 46，010，800円
馬連： 194，425，000円 馬単： 85，015，500円 ワイド： 107，911，900円
3連複： 248，926，400円 3連単： 378，386，100円 計： 1，239，215，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 550円 � 150円 枠 連（2－3） 3，810円

馬 連 �� 5，260円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 240円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 36，410円

票 数

単勝票数 計 798321 的中 � 207267（1番人気）
複勝票数 計 987075 的中 � 235440（1番人気）� 29377（9番人気）� 197187（2番人気）
枠連票数 計 460108 的中 （2－3） 9355（15番人気）
馬連票数 計1944250 的中 �� 28604（19番人気）
馬単票数 計 850155 的中 �� 8791（28番人気）
ワイド票数 計1079119 的中 �� 13211（21番人気）�� 143858（1番人気）�� 10288（26番人気）
3連複票数 計2489264 的中 ��� 33037（20番人気）
3連単票数 計3783861 的中 ��� 7533（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．8―36．7―48．3―59．1―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアンセム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．27 東京12着

2013．4．10生 牡4芦 母 ヴォラドーレス 母母 ア ズ ワ ー 18戦3勝 賞金 51，883，000円
〔発走状況〕 ワイナルダム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



（29東京3）第7日 6月24日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

228，420，000円
2，530，000円
12，960，000円
1，870，000円
26，020，000円
70，775，000円
5，343，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
575，855，300円
940，140，300円
306，372，600円
1，321，802，500円
658，016，200円
733，558，800円
1，712，724，000円
2，690，439，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，938，909，200円

総入場人員 32，628名 （有料入場人員 31，013名）
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