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15085 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走9時55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

47 パイルーチェ 牝3栗 54 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B458－ 61：38．0 4．7�
714 スギノエンプレス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 476＋ 61：38．85 2．8�
48 スマイルメロディー 牝3栗 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 426－ 21：38．9� 14．3�
612 エ ナ ホ ー プ 牝3黒鹿54 内田 博幸宮原 廣伸氏 松永 康利 日高 沖田牧場 492－ 61：39．0� 4．1�
35 サンボストン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 486＋ 41：39．31� 58．8�
816 ピ ネ ロ ー ロ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B450＋ 41：39．4クビ 71．0	
36 トモジャプリマ 牝3黒鹿54 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 442± 01：39．82� 19．3

611 ソートアフター 牝3鹿 54 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468＋ 61：40．65 23．4�
815 ア ク ア リ オ 牝3鹿 54 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 438－ 6 〃 クビ 6．5�
23 プ ン メ リ ン 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 460＋ 81：40．7� 13．4
59 ミヤギノセンス 牝3青 54 江田 照男菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 橋本牧場 444＋ 31：41．02 216．6�
713 メロディオーソ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 日高 メイプルファーム 468 ―1：42．610 159．3�
510 スティーレナハト 牝3鹿 54 大野 拓弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 444－10 〃 ハナ 104．6�
12 キ ャ ル フ 牝3鹿 54 丸田 恭介佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 464＋ 21：42．81� 255．2�
11 ケンブルース 牝3鹿 54

52 △伴 啓太中西 宏彰氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 418－101：43．43� 506．1�

24 ウインドゥカーレ 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ウイン 高橋 裕 新冠 コスモヴューファーム 452＋161：44．25 152．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，001，200円 複勝： 44，687，000円 枠連： 14，378，500円
馬連： 63，399，300円 馬単： 30，376，900円 ワイド： 35，629，600円
3連複： 89，812，300円 3連単： 107，316，800円 計： 411，601，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 240円 � 120円 � 230円 枠 連（4－7） 730円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，070円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 14，280円

票 数

単勝票数 計 260012 的中 � 43809（3番人気）
複勝票数 計 446870 的中 � 38153（5番人気）� 128858（1番人気）� 41174（4番人気）
枠連票数 計 143785 的中 （4－7） 15122（3番人気）
馬連票数 計 633993 的中 �� 48820（4番人気）
馬単票数 計 303769 的中 �� 10624（7番人気）
ワイド票数 計 356296 的中 �� 21929（4番人気）�� 8006（13番人気）�� 16605（5番人気）
3連複票数 計 898123 的中 ��� 21182（9番人気）
3連単票数 計1073168 的中 ��� 5448（36番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．0―12．5―12．9―12．5―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．2―47．7―1：00．6―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4F50．3―3F37．4
3 ・（11，14，16）（3，7）（4，9，15）（2，6，12）－（8，5）（1，10）＝13 4 ・（11，14）（16，7）（3，9）（2，6，15）12（8，4，5）（1，10）＝13

勝馬の
紹 介

パイルーチェ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 新潟2着

2014．5．13生 牝3栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 8戦1勝 賞金 13，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンブルース号・ウインドゥカーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月

25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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アポロセシル号・スウィートグロリア号

15086 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時25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

34 フラッグアドミラル 牡3黒鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 452± 02：15．5 11．5�
610 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± 02：15．6� 4．2�
35 デ ス ト ロ イ 牡3栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B498＋ 8 〃 クビ 97．9�
22 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 B450＋ 42：16．13 14．0�
59 グリーンジャケット 牡3鹿 56 石橋 脩�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B488－ 32：16．42 64．0�
23 クインズチラゴー 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎亀田 和弘氏 小島 茂之 新ひだか 前田牧場 462－ 22：16．71� 99．4	
712 ディーエスファニー 牡3鹿 56 内田 博幸秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444± 0 〃 クビ 4．9

814 センノギモーヴ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 426－ 2 〃 アタマ 7．9�
11 ハーモニーメシアン 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅日下部勝德氏 小野 次郎 日高 今井牧場 B508－ 42：16．8� 44．5�
611 ダンディードリーム 牡3黒鹿56 吉田 豊 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 日高 三輪牧場 494－ 42：17．0� 18．5
47 マスカレードシチー 牡3青鹿56 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 B482－ 42：17．1� 36．0�
58 コスモディヴァイン 牡3鹿 56 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 青木 孝文 新ひだか 矢野牧場 538－ 82：17．52� 214．1�
46 パ ー リ オ 牡3鹿 56 田辺 裕信吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 544＋ 62：17．92� 2．9�
815 スフィーダグリーン 牡3鹿 56 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 新冠橋本牧場 534＋102：18．21� 25．6�
713 ライフライン 牡3鹿 56 村田 一誠�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 474－ 22：18．41 118．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，902，000円 複勝： 40，137，700円 枠連： 16，486，900円
馬連： 65，624，500円 馬単： 32，759，000円 ワイド： 39，604，300円
3連複： 85，928，200円 3連単： 100，792，000円 計： 411，234，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 360円 � 170円 � 1，420円 枠 連（3－6） 2，100円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 7，060円

ワ イ ド �� 860円 �� 7，800円 �� 3，830円

3 連 複 ��� 56，080円 3 連 単 ��� 317，710円

票 数

単勝票数 計 299020 的中 � 20677（5番人気）
複勝票数 計 401377 的中 � 26805（6番人気）� 78208（2番人気）� 5782（12番人気）
枠連票数 計 164869 的中 （3－6） 6079（10番人気）
馬連票数 計 656245 的中 �� 18242（9番人気）
馬単票数 計 327590 的中 �� 3477（25番人気）
ワイド票数 計 396043 的中 �� 12484（8番人気）�� 1269（57番人気）�� 2612（41番人気）
3連複票数 計 859282 的中 ��� 1149（137番人気）
3連単票数 計1007920 的中 ��� 230（759番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．0―32．2―45．2―58．3―1：11．2―1：23．9―1：36．7―1：49．4―2：02．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フラッグアドミラル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．9．17 中山14着

2014．4．12生 牡3黒鹿 母 ケイアイブーケ 母母 ケイアイポリス 8戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 エルドールサージュ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※グリーンジャケット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 東京競馬 第８日



15087 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10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
1：33．8
1：33．3

重
良

36 � サトノグリーン 牡3鹿 56 戸崎 圭太里見 治氏 鹿戸 雄一 米 Chiyoda
Farm B464± 01：38．5 2．7�

24 ニシノキッカセキ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 464± 0 〃 クビ 20．9�
23 ファイヤーワークス 牡3青鹿56 柴田 善臣 �グリーンファーム中川 公成 千歳 社台ファーム 472± 01：38．71� 3．4�
611 ダウンザライン 牡3芦 56 嘉藤 貴行�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 B462± 01：38．91	 7．2�
713 レオネルコード 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム 472＋12 〃 アタマ 33．2�
510� リ モ ン デ ィ 牡3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 532＋ 81：39．11� 6．6	
35 ハッピーパーティー 牝3芦 54 吉田 豊田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 430－ 41：39．41
 263．0

48 � ジュンアイルランド 牡3黒鹿56 西田雄一郎河合 純二氏 尾関 知人 愛 Sarah

McNicholas B458－ 51：40．25 101．0�
59 タイセイロブスト 牡3鹿 56 石橋 脩田中 成奉氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 544 ―1：40．3クビ 133．5�
714 トモジャストリーク 牡3黒鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 様似 スイートフアーム 506－ 81：40．72	 77．1
47 パラシオプリンセサ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 404－101：40．91	 408．9�
816 エンターティナー 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �いとはんホール

ディングス 堀 宣行 千歳 社台ファーム 484－ 41：41．96 6．2�
12 ミスターロマンス 牡3栗 56 池添 謙一齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 日高 シンボリ牧場 488＋ 21：42．53	 27．2�
815 セ イ ギ 牡3栗 56

54 △伴 啓太江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 482＋ 21：43．56 487．9�
（14頭）

11 ラヴタクティクス 牝3栗 54 北村 宏司岡田 牧雄氏 天間 昭一 日高 若林 順一 ― （出走取消）

612 タイムトラベル 牝3鹿 54 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ
スティファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，458，000円 複勝： 46，191，000円 枠連： 14，969，600円
馬連： 68，505，400円 馬単： 35，275，800円 ワイド： 39，448，300円
3連複： 82，938，500円 3連単： 114，053，700円 計： 435，840，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 310円 � 140円 枠 連（2－3） 330円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 760円 �� 220円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 9，220円

票 数

単勝票数 差引計 344580（返還計 712） 的中 � 99791（1番人気）
複勝票数 差引計 461910（返還計 792） 的中 � 95168（2番人気）� 28104（6番人気）� 95305（1番人気）
枠連票数 差引計 149696（返還計 69） 的中 （2－3） 34830（1番人気）
馬連票数 差引計 685054（返還計 5177） 的中 �� 24612（9番人気）
馬単票数 差引計 352758（返還計 2022） 的中 �� 9235（13番人気）
ワイド票数 差引計 394483（返還計 1980） 的中 �� 11744（11番人気）�� 56243（1番人気）�� 14792（8番人気）
3連複票数 差引計 829385（返還計 10636） 的中 ��� 34307（4番人気）
3連単票数 差引計1140537（返還計 15332） 的中 ��� 8963（25番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．1―13．1―13．1―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．5―46．6―59．7―1：12．8―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノグリーン �
�
父 Forestry �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．1．8 中山10着

2014．3．10生 牡3鹿 母 Above Heaven 母母 Lady Joanne 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ラヴタクティクス号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

タイムトラベル号は，疾病〔創傷性左角膜炎〕のため出走取消。
〔発走状況〕 タイセイロブスト号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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） 4頭 サンニューオリンズ号・サンマルアルティマ号・ヤンチャボウズ号・ロゼマッハ号
（非抽選馬） 2頭 タイセイオネスティ号・ダンエクセル号

15088 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時25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

35 ラヴィソント 牝3鹿 54 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 61：35．8 5．7�
36 ユキノレーヌ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 424＋ 81：35．9� 12．4�
48 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± 01：36．11� 4．1�
23 ラディアンスウェイ 牡3鹿 56 内田 博幸 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 432± 01：36．31� 7．1�
12 	 ノーザンライアン 牡3鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 464 ―1：36．51� 5．3�
59 レッドヴィクター 牡3鹿 56 大野 拓弥 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 444＋ 6 〃 クビ 6．7

11 クモノカヨイジ 牡3栗 56 田中 勝春江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 440－ 21：36．6クビ 170．6�
611 スプリングアゲン 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 スイートフアーム 428－101：36．81� 301．4�
714 キューティロンプ 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 466－ 61：37．01� 9．0
713 ペイシャオーシャン 牝3栗 54 江田 照男北所 直人氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 470－ 81：37．1� 35．3�
510 スズカサニーサイド 牝3黒鹿54 武士沢友治永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか タイヘイ牧場 424＋ 8 〃 クビ 167．0�
816 グラスノーブル 牝3鹿 54

52 △伴 啓太半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 424＋ 21：37．63 99．1�
47 ヴァンドゥーズ 牝3黒鹿54 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438 ―1：37．81� 84．4�
815 ケンユキノオー 牡3黒鹿56 柴田 善臣中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 446 ―1：38．65 21．2�
612 バロネスブルー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 	ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 426－201：38．7� 112．2�

24 ディアマイラブ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 472＋22 （競走中止） 20．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，464，500円 複勝： 47，704，900円 枠連： 16，861，800円
馬連： 72，632，800円 馬単： 32，820，500円 ワイド： 41，572，500円
3連複： 89，131，000円 3連単： 105，923，800円 計： 440，111，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 300円 � 140円 枠 連（3－3） 3，310円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 750円 �� 330円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 18，410円

票 数

単勝票数 計 334645 的中 � 46684（3番人気）
複勝票数 計 477049 的中 � 79676（2番人気）� 31353（7番人気）� 103088（1番人気）
枠連票数 計 168618 的中 （3－3） 3940（16番人気）
馬連票数 計 726328 的中 �� 20631（14番人気）
馬単票数 計 328205 的中 �� 4419（26番人気）
ワイド票数 計 415725 的中 �� 13418（9番人気）�� 34896（1番人気）�� 13965（8番人気）
3連複票数 計 891310 的中 ��� 23603（6番人気）
3連単票数 計1059238 的中 ��� 4171（39番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．2―12．5―12．1―11．2―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．7―49．2―1：01．3―1：12．5―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴィソント �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．11．6 東京5着

2014．5．4生 牝3鹿 母 エリモジェンヌ 母母 エリモシンフォニー 8戦1勝 賞金 10，050，000円
〔競走中止〕 ディアマイラブ号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。
（非抽選馬） 7頭 アイアムエメラルド号・アルマアンジュ号・ウインハイラント号・ブライトエンジェル号・プルメリアワン号・

ミルキークォーツ号・メイグランデ号



15089 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時15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

67 スワーヴエドワード 牡2鹿 54 戸崎 圭太�NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492 ―1：52．3 2．8�
55 ライトカラカゼ 牡2鹿 54 内田 博幸星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 482 ―1：52．51� 7．2�
33 ビレッジキング 牡2黒鹿54 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 454 ― 〃 クビ 39．9�
22 ロードイグニス 牡2栗 54 北村 宏司 �ロードホースクラブ 木村 哲也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 418 ―1：52．6� 8．3�
812 モ ノ ド ラ マ 牡2鹿 54 丸田 恭介 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 484 ―1：52．7クビ 9．1	
68 リアルハニー 牝2栗 54 伊藤 工真湊 義明氏 大竹 正博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456 ― 〃 アタマ 29．1

56 ニシノラヴコール 牝2黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 442 ―1：53．01� 7．6�
44 カーネーション 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 日高 竹島 幸治 464 ―1：53．1� 41．0�
79 ロゼフェニックス 牡2黒鹿54 石橋 脩髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 420 ―1：53．42 27．8
11 カシノクリス 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか タイヘイ牧場 446 ―1：53．5クビ 29．5�
710 マイネルイノメ 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 日高 荒井ファーム 478 ―1：53．82 5．5�
811 ゴールデンサラ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ
ネツ牧場 488 ―1：53．9クビ 179．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，682，100円 複勝： 38，903，900円 枠連： 13，926，600円
馬連： 67，347，500円 馬単： 33，980，600円 ワイド： 35，443，600円
3連複： 77，462，600円 3連単： 105，210，100円 計： 410，957，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 230円 � 630円 枠 連（5－6） 460円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，630円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 8，460円 3 連 単 ��� 27，550円

票 数

単勝票数 計 386821 的中 � 113644（1番人気）
複勝票数 計 389039 的中 � 89898（1番人気）� 42242（4番人気）� 11801（10番人気）
枠連票数 計 139266 的中 （5－6） 23092（1番人気）
馬連票数 計 673475 的中 �� 52134（2番人気）
馬単票数 計 339806 的中 �� 16107（2番人気）
ワイド票数 計 354436 的中 �� 21770（3番人気）�� 5360（20番人気）�� 3648（31番人気）
3連複票数 計 774626 的中 ��� 6864（29番人気）
3連単票数 計1052101 的中 ��� 2768（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―38．5―51．7―1：04．7―1：17．3―1：28．7―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴエドワード �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2015．3．14生 牡2鹿 母 スルージエアー 母母 ライクザウインド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ローンチ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

15090 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時45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

816 ブロードアリュール 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：25．6 1．9�
59 コウギョウスター 牡3栗 56 北村 宏司菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 506－ 21：26．23� 7．3�
714 リープスプラウト 牡3栗 56 丸田 恭介多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 486＋101：26．83� 59．8�
815 ラ ン ボ シ 牡3鹿 56 宮崎 北斗古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 B476－ 2 〃 クビ 8．5�
12 ディスカバー 牡3鹿 56 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 458± 01：26．9クビ 28．4�
11 ソルサリエンテ 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅西森 鶴氏 高木 登 新冠 オリエント牧場 496＋ 41：27．0� 130．7	
48 サントリーニ 牡3栗 56 石川裕紀人飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 460＋ 6 〃 ハナ 58．3

36 エ ミ ー リ オ 牡3鹿 56 田辺 裕信加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 490＋ 2 〃 クビ 34．5�
35 キーネットワーク 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎北前孔一郎氏 相沢 郁 日高 豊田田村牧場 474－ 61：27．21� 4．6�
611 フジマサシルバー 牡3芦 56 武士沢友治藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 516 ― 〃 クビ 88．0
510 シ ュ ラ ブ 牡3鹿 56 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 厚真 大川牧場 484－ 81：27．94 86．0�
47 メジャーロール 牡3鹿 56 内田 博幸 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 456 ―1：28．0クビ 13．0�
23 シュメッターリング 牡3黒鹿56 石橋 脩 �キャロットファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 490± 01：28．1� 19．5�
713 ケイツーマルク 牡3鹿 56 津村 明秀楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 厚真 阿部 栄乃進 492－ 61：28．31� 120．2�
24 ファインパープル 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 434－ 41：28．72� 425．8�
612 ニューヨーカー 牡3黒鹿56 嶋田 純次田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 488 ―1：29．76 268．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，559，500円 複勝： 51，842，900円 枠連： 20，978，800円
馬連： 84，614，800円 馬単： 41，700，100円 ワイド： 49，746，500円
3連複： 103，766，500円 3連単： 140，865，800円 計： 534，074，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 190円 � 920円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，770円 �� 4，400円

3 連 複 ��� 11，730円 3 連 単 ��� 31，480円

票 数

単勝票数 計 405595 的中 � 166013（1番人気）
複勝票数 計 518429 的中 � 136317（1番人気）� 72044（3番人気）� 9513（10番人気）
枠連票数 計 209788 的中 （5－8） 28604（2番人気）
馬連票数 計 846148 的中 �� 75798（3番人気）
馬単票数 計 417001 的中 �� 27990（3番人気）
ワイド票数 計 497465 的中 �� 37635（2番人気）�� 6839（19番人気）�� 2690（38番人気）
3連複票数 計1037665 的中 ��� 6634（36番人気）
3連単票数 計1408658 的中 ��� 3244（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―35．5―48．0―1：00．6―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブロードアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Broad Brush デビュー 2016．12．25 中山3着

2014．4．26生 牡3鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure 2戦1勝 賞金 6，800，000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 アンヴェルス号・オコルデヤスシ号



15091 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （芝・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
1：31．3
1：30．7

良
良

24 パルティトゥーラ 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：34．0 2．9�
510 キャナルストリート 牝3黒鹿 52

49 ▲野中悠太郎村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 446± 01：34．21� 8．3�
612 ピュアコンチェルト 牝4鹿 55 吉田 豊吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 436＋101：34．41� 7．3�
47 ベストティアーズ 牝3青 52 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 太 むかわ 上水牧場 476－ 21：34．61 20．9�
59 プエルトプリンセサ 牝4鹿 55 石川裕紀人丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 432＋ 21：34．92 48．3	
48 パ フ ォ ー ム 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 442＋12 〃 ハナ 12．7

611� アンドトゥモロー 牝5鹿 55 田辺 裕信吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 81：35．0� 86．3�
36 シンボリバーグ 牝3芦 52 北村 宏司シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 492± 0 〃 アタマ 3．8�
23 グリニッチヴィレジ 牝4黒鹿55 江田 照男 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 4 〃 アタマ 14．9
12 シ ト ロ ン 牝4鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B442± 01：35．1クビ 365．5�
714 ヤ サ シ サ 牝3鹿 52

49 ▲武藤 雅佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 486＋ 81：35．2	 41．2�
713 ジェイケイオジョウ 牝3鹿 52 内田 博幸小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 450± 01：35．3クビ 18．3�
816 ラーナアズーラ 牝3栗 52 大野 拓弥 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 470± 01：35．51� 13．3�
815 ホーリーフルーツ 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹山田 和正氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 490＋ 41：35．92� 332．5�
11 テ イ ア 牝5鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 426± 01：36．64 431．3�
35 サ ノ ラ ブ 牝3青鹿52 丸田 恭介佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 沖田牧場 454－ 21：38．4大差 210．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，933，100円 複勝： 76，503，400円 枠連： 23，029，900円
馬連： 120，867，800円 馬単： 48，801，800円 ワイド： 66，795，100円
3連複： 146，405，200円 3連単： 179，760，100円 計： 710，096，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 230円 � 220円 枠 連（2－5） 980円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 590円 �� 560円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 15，820円

票 数

単勝票数 計 479331 的中 � 130238（1番人気）
複勝票数 計 765034 的中 � 164993（1番人気）� 77482（4番人気）� 79344（3番人気）
枠連票数 計 230299 的中 （2－5） 18089（2番人気）
馬連票数 計1208678 的中 �� 58944（3番人気）
馬単票数 計 488018 的中 �� 14991（4番人気）
ワイド票数 計 667951 的中 �� 29561（3番人気）�� 31377（2番人気）�� 14050（14番人気）
3連複票数 計1464052 的中 ��� 27160（7番人気）
3連単票数 計1797601 的中 ��� 8233（27番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．7―12．2―11．8―11．4―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．6―47．8―59．6―1：11．0―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パルティトゥーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．29 東京1着

2014．2．2生 牝3黒鹿 母 フォルテピアノ 母母 キョウエイフォルテ 4戦2勝 賞金 17，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノラブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月25日まで平地競走に出

走できない。

15092 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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

57 ピッツバーグ �4鹿 57 池添 謙一�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 490－ 41：48．3 23．1�
68 スマートエレメンツ 牡3鹿 54 柴田 善臣大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 486－ 61：48．4� 21．7�

56 マイネルラプティス 牡3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 468± 01：48．5� 8．7�

11 プレシャスメイト 牝5鹿 55 田辺 裕信飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 B446－12 〃 アタマ 11．9�
69 アムネスティ 牡4鹿 57 戸崎 圭太窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 504＋ 2 〃 クビ 2．8�
22 ダイワドノヴァン 牡3黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B524＋ 41：48．71� 7．9	
812 トーホウスペンサー 牡5黒鹿57 大野 拓弥東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 488＋ 21：48．8クビ 8．0

45 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 476－ 6 〃 アタマ 67．5�
813 インシュラー 牡3鹿 54 内田 博幸 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 アタマ 4．4
33 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡5黒鹿57 石川裕紀人 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 420± 01：49．33 139．6�
711 アーリーサプライズ 牡3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 486－ 21：49．4クビ 58．4�
710 プランスシャルマン 牡4栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 クビ 12．6�
44 	 キーフォーサクセス 牡5黒鹿57 津村 明秀 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム B444－121：49．61� 52．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，140，000円 複勝： 61，584，500円 枠連： 27，518，700円
馬連： 113，812，300円 馬単： 49，874，500円 ワイド： 59，777，500円
3連複： 137，345，900円 3連単： 185，554，600円 計： 680，608，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 660円 � 630円 � 310円 枠 連（5－6） 1，180円

馬 連 �� 17，790円 馬 単 �� 38，130円

ワ イ ド �� 4，640円 �� 1，720円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 29，870円 3 連 単 ��� 211，850円

票 数

単勝票数 計 451400 的中 � 15614（9番人気）
複勝票数 計 615845 的中 � 23244（9番人気）� 24647（8番人気）� 58944（5番人気）
枠連票数 計 275187 的中 （5－6） 18058（4番人気）
馬連票数 計1138123 的中 �� 4957（48番人気）
馬単票数 計 498745 的中 �� 981（97番人気）
ワイド票数 計 597775 的中 �� 3265（49番人気）�� 9036（22番人気）�� 7641（27番人気）
3連複票数 計1373459 的中 ��� 3448（104番人気）
3連単票数 計1855546 的中 ��� 635（645番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．0―12．2―12．6―12．7―11．4―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．4―48．6―1：01．2―1：13．9―1：25．3―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ピッツバーグ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2015．10．24 京都3着

2013．2．11生 �4鹿 母 メジロフランシス 母母 メジロモントレー 16戦2勝 賞金 22，800，000円
［他本会外：1戦1勝］



15093 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第9競走 ��
��2，400�

い な ぎ

稲 城 特 別
発走14時15分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

11 サンデームーティエ 牡3栗 53 吉田 豊戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 434± 02：28．7 4．4�
33 ストロングレヴィル 牡3黒鹿53 石橋 脩村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－12 〃 クビ 2．2�
55 コスモピクシス 牝4黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 62：29．01� 9．2�
77 コスモジャーベ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 470± 02：29．42	 5．1�
22 ヴァンクールシルク 牡3栗 53 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 566＋ 22：29．61	 4．5�
44 アグネスマクシム 牝5栗 55 田辺 裕信上山 牧氏 
島 一歩 千歳 社台ファーム 444－142：29．7クビ 25．2	
66 � マ リ ネ リ ス 牝4鹿 55 菊沢 一樹今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 22：30．23 100．7

88 � ペンタプリズム 牝5青鹿55 武士沢友治吉川 朋宏氏 堀井 雅広 安平 ノーザンファーム 480＋142：30．3� 115．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 50，122，400円 複勝： 43，838，700円 枠連： 発売なし
馬連： 96，442，100円 馬単： 52，391，400円 ワイド： 42，838，400円
3連複： 92，599，700円 3連単： 253，034，800円 計： 631，267，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 110円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 210円 �� 460円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 5，250円

票 数

単勝票数 計 501224 的中 � 89766（2番人気）
複勝票数 計 438387 的中 � 73875（2番人気）� 141854（1番人気）� 51814（5番人気）
馬連票数 計 964421 的中 �� 145263（1番人気）
馬単票数 計 523914 的中 �� 32948（4番人気）
ワイド票数 計 428384 的中 �� 59646（2番人気）�� 20880（9番人気）�� 35984（4番人気）
3連複票数 計 925997 的中 ��� 65779（5番人気）
3連単票数 計2530348 的中 ��� 34941（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―25．2―38．7―51．7―1：04．5―1：17．5―1：30．3―1：42．6―1：54．7―2：06．0―2：17．2

コーナー
通過順位

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

2
4
1，2（3，6）4，8，5，7・（1，2）（3，6，4）（5，7）8

勝馬の
紹 介

サンデームーティエ �

父 タニノギムレット �


母父 オペラハウス デビュー 2016．8．27 新潟4着

2014．4．10生 牡3栗 母 ミサトペニー 母母 ペニーアップ 10戦2勝 賞金 21，989，000円

15094 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第10競走 ��
��1，400�

き よ さ と

清 里 特 別
発走14時50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

510 サトノファンタシー 牡4鹿 57 石橋 脩里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 476－ 61：24．1 3．0�
815 ファッショニスタ 牝3鹿 52 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋161：24．31� 3．6�
816	 メイショウボンロク 牡6栗 57 吉田 豊松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 494＋ 61：24．51 12．2�
48 ワキノハガクレ 牡5黒鹿57 石川裕紀人脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 420－ 81：24．6
 40．9�
35 ウ ラ ガ ー ノ 牝3青鹿52 大野 拓弥藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 516＋101：24．7� 7．4�
24 � サウンドジャンゴ 牡5鹿 57 津村 明秀増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables B518－ 2 〃 ハナ 37．7�
47 サザンボルケーノ 牡3栗 54 武士沢友治南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 490＋ 81：24．8� 24．8	
713 タニセンジャッキー 牡8鹿 57 菊沢 一樹染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 484＋ 2 〃 ハナ 224．1

36 リターンラルク 牡6鹿 57 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B472－ 21：24．9
 44．4�
612� バンケットスクエア 牡3黒鹿54 江田 照男飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Dr. Masa-

take Iida 492＋ 21：25．43 8．2�
11 イワヌガハナ �5黒鹿57 木幡 巧也國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 478－ 6 〃 アタマ 327．3
23 オメガハイヌーン 牡5鹿 57 田辺 裕信原 子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B480± 01：25．71
 16．8�
611 アイアムナチュラル 牡6鹿 57 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 508－ 61：25．8クビ 9．6�
59 マイネルディアベル 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ハシモトフアーム 466＋ 61：25．9
 61．8�
12 ヒカルランナー 牡8鹿 57 村田 一誠安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 518＋ 61：26．64 387．8�
714 ツーエムカイザー 牡5鹿 57 西田雄一郎水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 498－ 31：27．02� 129．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，269，700円 複勝： 79，022，600円 枠連： 46，510，200円
馬連： 197，482，900円 馬単： 78，793，500円 ワイド： 90，988，000円
3連複： 260，768，500円 3連単： 367，791，300円 計： 1，179，626，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 170円 � 260円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 270円 �� 610円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 6，070円

票 数

単勝票数 計 582697 的中 � 152262（1番人気）
複勝票数 計 790226 的中 � 172980（1番人気）� 123752（2番人気）� 61584（6番人気）
枠連票数 計 465102 的中 （5－8） 67854（1番人気）
馬連票数 計1974829 的中 �� 239606（1番人気）
馬単票数 計 787935 的中 �� 47354（1番人気）
ワイド票数 計 909880 的中 �� 98054（1番人気）�� 35917（5番人気）�� 29961（8番人気）
3連複票数 計2607685 的中 ��� 112971（3番人気）
3連単票数 計3677913 的中 ��� 43913（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．4―47．3―59．6―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノファンタシー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2015．12．19 阪神1着

2013．5．4生 牡4鹿 母 ディナーブレイク 母母 Romanticat 8戦4勝 賞金 58，449，000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。
（非当選馬） 1頭 クイーンズターフ号
（非抽選馬） 5頭 ウェイトアンドシー号・ダイメイリシャール号・ヒドゥンブレイド号・フクノグリュック号・リアルプロジェクト号

１レース目



15095 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第11競走 ��
��1，400�パラダイスステークス

発走15時30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，3歳52�4歳以上56�，牝馬
2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

22 ウインガニオン 牡5黒鹿57 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 490± 01：20．9 9．3�
55 グランシルク 牡5鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 504－ 21：21．0� 1．8�
77 アルマワイオリ 牡5黒鹿56 石橋 脩コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 478＋101：21．31	 42．4�
66 コスモドーム 牡6鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 516－ 2 〃 ハナ 21．6�
89 ロードクエスト 牡4鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 462＋12 〃 アタマ 3．3	
11 ノットフォーマル 牝5黒鹿54 江田 照男芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 B470－ 21：21．93� 10．5

33 ショウナンアチーヴ 牡6黒鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 61：22．11� 26．7�
44 タガノブルグ 牡6鹿 56 大野 拓弥八木 秀之氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－10 〃 同着 35．7�
88 ダイワリベラル 牡6黒鹿57 菊沢 一樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B524－ 61：22．2	 15．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 75，635，500円 複勝： 113，203，500円 枠連： 36，988，400円
馬連： 216，148，700円 馬単： 124，094，100円 ワイド： 83，378，900円
3連複： 266，906，700円 3連単： 659，852，700円 計： 1，576，208，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 270円 � 110円 � 570円 枠 連（2－5） 870円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，460円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 27，850円

票 数

単勝票数 計 756355 的中 � 64914（3番人気）
複勝票数 計1132035 的中 � 51028（5番人気）� 691395（1番人気）� 19989（9番人気）
枠連票数 計 369884 的中 （2－5） 32942（2番人気）
馬連票数 計2161487 的中 �� 206445（2番人気）
馬単票数 計1240941 的中 �� 40324（7番人気）
ワイド票数 計 833789 的中 �� 55358（4番人気）�� 8136（26番人気）�� 18727（13番人気）
3連複票数 計2669067 的中 ��� 43535（15番人気）
3連単票数 計6598527 的中 ��� 17172（89番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．7―11．5―10．9―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．7―47．2―58．1―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインガニオン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー 2014．10．26 京都3着

2012．4．8生 牡5黒鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ 21戦7勝 賞金 109，289，000円

15096 6月25日 曇 稍重 （29東京3）第8日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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

510 サンチェサピーク 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 524－ 41：36．9 2．4�
59 ポップアップスター 牡3青鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 514－ 41：38．07 5．2�
24 ラインフェルス 牡5栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482－ 2 〃 ハナ 65．3�
713 シトラスクーラー �4鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 464－ 6 〃 ハナ 12．4�
36 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 434－ 2 〃 ハナ 5．1	
611� キ ン グ リ オ 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 502－ 21：38．53 20．8

612 タ ニ ガ ワ 牡4鹿 57

54 ▲武藤 雅江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470＋ 21：38．6� 7．7�
12 ゴールドスカル 牡3栗 54

51 ▲野中悠太郎�KTレーシング 武井 亮 新ひだか 平野牧場 478＋ 2 〃 ハナ 113．0�
11 マイネルツァイト 牡3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 492－ 61：38．81� 38．2
23 スペルマロン �3栗 54 武士沢友治西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 484－181：38．9� 28．6�
48 トゥルーラヴキッス �4鹿 57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496－32 〃 アタマ 14．7�
35 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 B472＋ 2 〃 アタマ 42．3�
816 ナンヨーアイリッド �5栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 480－101：39．11	 223．3�
714 アルティジャーノ �4鹿 57 石川裕紀人渡邉 顕三氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 446± 01：39．95 281．7�
815� クラウンノキセキ 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか 三木田 明仁 534± 01：40．43 244．9�
47 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 452－ 61：40．61	 61．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，996，400円 複勝： 104，549，000円 枠連： 59，033，900円
馬連： 236，706，800円 馬単： 98，715，200円 ワイド： 121，736，600円
3連複： 315，482，300円 3連単： 503，685，200円 計： 1，523，905，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 190円 � 860円 枠 連（5－5） 760円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，430円 �� 5，030円

3 連 複 ��� 13，170円 3 連 単 ��� 37，000円

票 数

単勝票数 計 839964 的中 � 270991（1番人気）
複勝票数 計1045490 的中 � 244430（1番人気）� 142425（3番人気）� 21662（11番人気）
枠連票数 計 590339 的中 （5－5） 59950（3番人気）
馬連票数 計2367068 的中 �� 236193（2番人気）
馬単票数 計 987152 的中 �� 68018（2番人気）
ワイド票数 計1217366 的中 �� 105417（2番人気）�� 11988（28番人気）�� 5707（44番人気）
3連複票数 計3154823 的中 ��� 17957（38番人気）
3連単票数 計5036852 的中 ��� 9869（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．0―48．5―1：01．3―1：13．7―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．6
3 ・（7，10）（6，11，16）15，5，13（3，12）（1，2，9）（8，14）－4 4 ・（7，10）16（6，11，15）（13，4）（5，12）9（3，2）（1，14）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンチェサピーク �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．1．28 東京2着

2014．2．26生 牡3黒鹿 母 マスターギラティナ 母母 イシノスター 5戦2勝 賞金 19，400，000円
〔発走状況〕 ラインフェルス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 レオイノセント号
（非抽選馬） 2頭 マイティ号・リーダーズ号

４レース目



（29東京3）第8日 6月25日（日曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

196，250，000円
2，530，000円
11，920，000円
1，090，000円
21，650，000円
66，909，000円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
564，164，400円
748，169，100円
290，683，300円
1，403，584，900円
659，583，400円
706，959，300円
1，748，547，400円
2，823，840，900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 8，945，532，700円

総入場人員 40，151名 （有料入場人員 38，111名）



平成29年度 第3回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，410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

1，870，390，000円
24，040，000円
105，820，000円
16，900，000円
216，260，000円
565，999，000円
41，084，000円
13，536，000円

勝馬投票券売得金
5，531，119，100円
7，895，449，200円
3，361，303，200円
14，504，579，100円
6，792，303，900円
7，399，831，700円
19，826，897，600円
31，732，623，800円
1，678，636，600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 98，722，744，200円

総入場延人員 276，607名 （有料入場延人員 261，702名）
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