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15013 6月3日 晴 良 （30東京3）第2日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10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
1：21．5
1：21．5

重
不良

611 メタルカラー 牝3栗 54 石橋 脩�サンライズ 新開 幸一 浦河 中脇 満 442± 01：26．1 12．3�
47 カ グ ヤ ヒ メ 牝3栗 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 470＋ 21：26．31� 16．7�
510 ホ マ レ 牝3鹿 54 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 増本 良孝 466－ 41：26．72� 5．7�
713 ペイシャディア 牝3黒鹿54 田中 勝春北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 434＋ 41：26．91� 4．6�
35 サクラボヌール 牝3栗 54 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 458± 0 〃 ハナ 8．9	
815 マコトエギエネス 牝3栗 54 北村 宏司�ディアマント 岩戸 孝樹 浦河 小林 仁 446－ 41：27．32� 33．8

816 パ ー キ ー 牝3鹿 54 三浦 皇成山住 勲氏 矢野 英一 浦河 杵臼牧場 434＋ 21：27．4クビ 150．4�
612 カ プ ア 牝3栗 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 ハナ 1．9�
36 メイハンコック 牝3鹿 54 岩田 康誠千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 486± 01：27．5� 91．0
59 クリアロマンス 牝3芦 54 吉田 隼人伊東 純一氏 小笠 倫弘 新ひだか タツヤファーム 448－121：27．6� 50．0�
714 デザートカレー 牝3芦 54 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 勇介 新冠 イワミ牧場 428－ 21：28．34 112．3�
12 スワンレイクカフェ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也西川 恭子氏 中野 栄治 様似 中脇 一幸 436＋ 21：28．4クビ 374．5�
24 ヴェルヴェット 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也村山 正道氏 田中 清隆 新ひだか 増本牧場 444－101：29．57 57．7�
23 サンオーガスタ 牝3栗 54 横山 和生 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 浦河 笹島 智則 436－ 4 〃 ハナ 308．3�
11 ディアーゴッド 牝3栗 54

52 △武藤 雅吉岡 泰治氏 和田正一郎 森 笹川大晃牧場 462＋221：30．56 237．6�
48 コ ニ フ ァ ー 牝3栗 54 丸田 恭介吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 470＋ 8 （競走中止） 240．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，806，800円 複勝： 59，499，800円 枠連： 16，316，500円
馬連： 76，932，300円 馬単： 40，305，900円 ワイド： 50，379，400円
3連複： 104，259，900円 3連単： 142，455，400円 計： 523，956，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 320円 � 460円 � 260円 枠 連（4－6） 1，430円

馬 連 �� 6，900円 馬 単 �� 14，280円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 900円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 9，860円 3 連 単 ��� 82，490円

票 数

単勝票数 計 338068 的中 � 21950（5番人気）
複勝票数 計 594998 的中 � 48226（5番人気）� 31270（6番人気）� 64366（3番人気）
枠連票数 計 163165 的中 （4－6） 8816（6番人気）
馬連票数 計 769323 的中 �� 8635（18番人気）
馬単票数 計 403059 的中 �� 2116（36番人気）
ワイド票数 計 503794 的中 �� 7726（17番人気）�� 14626（10番人気）�� 10793（14番人気）
3連複票数 計1042599 的中 ��� 7929（27番人気）
3連単票数 計1424554 的中 ��� 1252（195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．6―48．2―1：00．9―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メタルカラー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 カリズマティック デビュー 2017．10．15 新潟6着

2015．3．27生 牝3栗 母 カツナデシコ 母母 マヤノカンパネラ 8戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走中止〕 コニファー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クインズティガ号

15014 6月3日 晴 良 （30東京3）第2日 第2競走 ��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

12 グラデュエイト 牡3青鹿56 M．デムーロ阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 498＋ 81：20．0 2．5�
510 クォーターイモン 牡3鹿 56 北村 宏司井門 敏雄氏 小西 一男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 450± 01：20．21� 14．5�
611 ア ノ マ リ ー 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三石川上牧場 490± 0 〃 クビ 4．7�
24 ア テ ナ リ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行林 弘之氏 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 468＋ 41：20．3� 87．2�
47 コトブキハウンド 牡3鹿 56 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 21：20．4クビ 48．3�
48 タイセイステラ 牝3黒鹿54 田中 勝春田中 成奉氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 486＋ 61：20．82� 57．9�
816 テンポディヴァルス 牡3鹿 56 岩田 康誠	ターフ・スポート矢野 英一 新ひだか 高橋 義浩 436－ 4 〃 クビ 7．5

35 ブラックバローズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信猪熊 広次氏 尾形 和幸 新ひだか タイヘイ牧場 498－ 61：20．9クビ 4．6�
23 ムテキノオジョウ 牝3芦 54 三浦 皇成國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 446－ 61：21．53� 33．4�
713 ラインマッシモ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 462＋ 4 〃 クビ 13．2
59 サングリアロッサ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗	髙昭牧場 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 410＋ 21：21．6クビ 226．4�
815 ローズピルグリム 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史	ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 鵜木 唯義 416± 01：21．92 99．7�
36 ク ク ル カ ン 牡3鹿 56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 456－ 61：22．0クビ 31．4�
11 サンオデッサ 牝3黒鹿54 西村 太一 �加藤ステーブル 新開 幸一 様似 富田 恭司 454 ―1：22．21� 179．5�
612 セイユウガッツ 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也松岡 正二氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 B466＋ 21：22．83� 237．4�
714 スガノインディ 牡3鹿 56 柴田 大知菅原富美子氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 488＋ 41：24．7大差 76．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，359，000円 複勝： 51，010，400円 枠連： 17，275，000円
馬連： 71，110，500円 馬単： 35，912，500円 ワイド： 49，721，600円
3連複： 93，531，500円 3連単： 114，310，000円 計： 465，230，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 240円 � 150円 枠 連（1－5） 1，520円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 630円 �� 270円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 8，410円

票 数

単勝票数 計 323590 的中 � 102643（1番人気）
複勝票数 計 510104 的中 � 115932（1番人気）� 40363（5番人気）� 97170（2番人気）
枠連票数 計 172750 的中 （1－5） 8753（6番人気）
馬連票数 計 711105 的中 �� 32973（6番人気）
馬単票数 計 359125 的中 �� 12386（6番人気）
ワイド票数 計 497216 的中 �� 18935（7番人気）�� 52379（2番人気）�� 16191（9番人気）
3連複票数 計 935315 的中 ��� 37045（4番人気）
3連単票数 計1143100 的中 ��� 9852（18番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．1―29．8―42．5―55．0―1：07．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラデュエイト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．7．9 福島11着

2015．4．6生 牡3青鹿 母 ミッキーハナコ 母母 サウンドザビーチ 8戦1勝 賞金 10，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スガノインディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月3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 ローンチ号

第３回 東京競馬 第２日



15015 6月3日 晴 良 （30東京3）第2日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時05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

510 トーホウフライト 牡3鹿 56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 490－ 61：38．0 2．9�
11 グ ラ ン サ ム 牡3栗 56 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B462－ 61：38．74 5．2�
36 ゴールドパッション 牡3栗 56 北村 宏司居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 512＋ 81：39．02 7．6�
713 キタノアラムシャ 牡3黒鹿56 岩田 康誠河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 472＋ 21：39．74 57．4�
12 クレバージェット 牡3栗 56 石橋 脩田畑 利彦氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 514－ 61：39．8� 14．1	
714 ヒ ズ ラ イ フ 牡3鹿 56 丸田 恭介�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 496＋ 41：39．9クビ 49．8

35 シカゴジャズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 21：40．0� 11．2�
47 ア カ ツ キ 牡3鹿 56 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 450± 01：40．53 9．9�
611 ピ ラ ー タ 牡3鹿 56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：40．81� 11．4
816	 ダディズテソーロ 
3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 米 Teresa Viola Rac-

ing Stable, LLC B442－ 61：40．9� 193．5�
612 アサクサギルト 牡3鹿 56 C．ルメール 田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 542 ―1：41．0� 8．3�
23 トミケンゲヌーク 
3青 56 田辺 裕信冨樫 賢二氏 田中 清隆 新ひだか 乾 皆雄 446－ 21：41．1� 52．1�
48 サンマルスター 牡3栗 56 和田 竜二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 474－ 6 〃 ハナ 315．4�
59 イクヨロブロイ 牡3黒鹿56 江田 照男太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 480＋ 21：41．42 20．6�
24 ピースワントップ 牡3栗 56 西田雄一郎長谷川成利氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 528＋101：42．14 348．6�
815 ヤマニングレゴリオ 牡3栗 56 菅原 隆一土井 薫氏 中川 公成 浦河 廣田 光夫 456 ―1：44．5大差 259．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，572，400円 複勝： 63，450，700円 枠連： 24，144，600円
馬連： 84，315，600円 馬単： 38，215，400円 ワイド： 59，506，000円
3連複： 117，249，400円 3連単： 131，578，500円 計： 556，032，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 170円 � 220円 枠 連（1－5） 520円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 360円 �� 450円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計 375724 的中 � 102494（1番人気）
複勝票数 計 634507 的中 � 153660（1番人気）� 88162（2番人気）� 62583（4番人気）
枠連票数 計 241446 的中 （1－5） 35976（1番人気）
馬連票数 計 843156 的中 �� 78957（1番人気）
馬単票数 計 382154 的中 �� 19712（2番人気）
ワイド票数 計 595060 的中 �� 44495（2番人気）�� 34047（3番人気）�� 23822（4番人気）
3連複票数 計1172494 的中 ��� 51300（2番人気）
3連単票数 計1315785 的中 ��� 17382（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．3―48．0―1：00．9―1：13．2―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウフライト �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．10．9 東京5着

2015．5．17生 牡3鹿 母 トーホウリッチ 母母 トーホウクラウン 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニングレゴリオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月3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） 4頭 キンショウ号・シュネルスト号・スガノブリランテ号・フランクオーシャン号

15016 6月3日 晴 良 （30東京3）第2日 第4競走 ��
��2，000�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
1：56．1
1：56．1

良
良

48 ミスティックグロウ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 452 ―2：00．3 28．5�
59 カ ヴ ァ ル 牡3青鹿56 丸山 元気 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 62：00．51� 11．1�
714 サ ー ム 牝3黒鹿54 田辺 裕信杉山 忠国氏 大竹 正博 浦河 高松牧場 438－142：00．71� 40．9�
35 デルマウオッカ 牡3鹿 56 松岡 正海浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 490－ 22：00．8	 4．1�
612 レッドオールデン 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 494＋ 22：01．01� 1．6	
24 ジェネラルシップ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 444－ 22：01．21� 6．4

36 サツキワルツ 牝3鹿 54 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 440－ 6 〃 クビ 38．8�
815 ハ イ タ イ ド 牡3鹿 56 大野 拓弥 �カナヤマホール

ディングス 栗田 徹 日高 高柳 隆男 460－ 22：01．3� 138．1�
23 ピュアココロ 牝3青鹿54 武士沢友治鶴見 芳子氏 青木 孝文 新冠 村上 欽哉 448－ 22：01．4� 139．1
713 ホーネットドリーム 牡3栗 56 江田 照男田島 政光氏 松永 康利 日高 モリナガファーム 440± 02：01．82� 186．5�
47 シャイニンオスカー 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅市川義美ホール
ディングス� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 474－ 22：02．43� 23．6�

816 ジョーカーワイルド 牡3鹿 56 津村 明秀 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 520＋182：02．82� 257．9�
11 マリノエチュード 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也矢野まり子氏 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 432－ 6 〃 ハナ 150．8�
611 コウソクヒカリ 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 416－ 62：03．22� 165．5�
510 ヤマニンレフルール 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 442＋ 82：05．2大差 263．5�
12 ダンシングシスター 牝3栗 54 石橋 脩吉田 和美氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 452 ―2：07．9大差 138．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，562，600円 複勝： 72，550，400円 枠連： 18，574，100円
馬連： 83，987，800円 馬単： 53，035，800円 ワイド： 53，841，600円
3連複： 105，929，600円 3連単： 185，793，600円 計： 621，275，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 980円 � 440円 � 1，000円 枠 連（4－5） 4，170円

馬 連 �� 19，360円 馬 単 �� 47，400円

ワ イ ド �� 4，890円 �� 9，950円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 122，220円 3 連 単 ��� 1，113，220円

票 数

単勝票数 計 475626 的中 � 13347（6番人気）
複勝票数 計 725504 的中 � 18831（7番人気）� 47139（4番人気）� 18452（8番人気）
枠連票数 計 185741 的中 （4－5） 3444（11番人気）
馬連票数 計 839878 的中 �� 3362（28番人気）
馬単票数 計 530358 的中 �� 839（61番人気）
ワイド票数 計 538416 的中 �� 2848（31番人気）�� 1390（45番人気）�� 2973（28番人気）
3連複票数 計1059296 的中 ��� 650（128番人気）
3連単票数 計1857936 的中 ��� 121（781番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．1―12．4―12．9―12．4―12．0―11．4―11．6―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．4―48．8―1：01．7―1：14．1―1：26．1―1：37．5―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．2

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

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

ミスティックグロウ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Generous 初出走

2015．2．24生 牡3鹿 母 ミスティックリップス 母母 Majorata 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ダンシングシスター号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 シゲルピーマン号・ロージズラヴ号
（非抽選馬） 2頭 ヴィルジェン号・マイネルオフショア号



15017 6月3日 晴 良 （30東京3）第2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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

814 グランアレグリア 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 458 ―1：33．6 1．8�
34 ダノンファンタジー 牝2鹿 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 442 ―1：33．92 2．9�
11 フィッシュダイブ 牡2鹿 54 勝浦 正樹山口 裕介氏 松山 将樹 登別 登別上水牧場 454 ―1：34．53� 46．9�
610 シックガニアン 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 432 ―1：36．09 230．1�
611� ヴォイスオブジョイ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 440 ― 〃 ハナ 10．3	

46 バニラオーキッド 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 486 ― 〃 クビ 180．4

815 ポ ル ー ニ ン 牡2鹿 54 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 中田 英樹 456 ―1：36．31	 24．0�
22 ラステラデファルコ 牡2黒鹿54 吉田 隼人武田 修氏 武井 亮 安平 追分ファーム 470 ― 〃 クビ 20．8�
713 グレンラグーン 牡2鹿 54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 454 ―1：36．4� 165．9
58 テンモントム 牡2鹿 54

53 ☆木幡 初也 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 432 ―1：36．71� 162．1�
35 ゴールデンウェル 牡2栗 54 田辺 裕信江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 454 ―1：36．8� 17．9�
712 ナ ミ ブ 牡2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 440 ―1：37．01
 425．5�
23 バロンキング 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 辻 和明 404 ―1：37．32 136．2�
59 ネ ロ ー ネ 牡2鹿 54 丸山 元気門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 418 ―1：38．15 120．2�
47 ベルウッドヒビキ 牡2鹿 54 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 山口 忠彦 458 ―1：39．710 98．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 67，093，700円 複勝： 69，724，200円 枠連： 20，878，700円
馬連： 84，037，300円 馬単： 51，724，400円 ワイド： 53，226，600円
3連複： 101，615，500円 3連単： 169，098，500円 計： 617，398，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 320円 枠 連（3－8） 200円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 140円 �� 930円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 670937 的中 � 301609（1番人気）
複勝票数 計 697242 的中 � 316772（1番人気）� 147978（2番人気）� 22990（7番人気）
枠連票数 計 208787 的中 （3－8） 80316（1番人気）
馬連票数 計 840373 的中 �� 316493（1番人気）
馬単票数 計 517244 的中 �� 113693（1番人気）
ワイド票数 計 532266 的中 �� 138561（1番人気）�� 11158（11番人気）�� 12233（10番人気）
3連複票数 計1016155 的中 ��� 42455（5番人気）
3連単票数 計1690985 的中 ��� 32890（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．0―47．9―1：00．0―1：11．3―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランアレグリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit 初出走

2016．1．24生 牝2鹿 母 タピッツフライ 母母 Flying Marlin 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドヒビキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月3日まで平地競

走に出走できない。
※バロンキング号・ベルウッドヒビキ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

15018 6月3日 晴 良 （30東京3）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時55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
1：21．2
1：20．3

良
良

23 ア カ ネ サ ス 牝2鹿 54 M．デムーロ林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 500 ―1：23．7 1．3�
47 サ ワ サ ワ 牝2鹿 54 三浦 皇成�KTレーシング 栗田 徹 新冠 有限会社 大

作ステーブル 434 ― 〃 アタマ 15．9�
713 ナタラディーヴァ 牝2黒鹿 54

52 △武藤 雅加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 440 ―1：23．91� 14．6�
510 トーセンリスト 牝2栗 54 石橋 脩島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 424 ― 〃 ハナ 28．7�
818 シャドウセッション 牡2鹿 54 福永 祐一飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 486 ―1：24．0� 13．6	
48 ウインレフィナード 牡2黒鹿54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 430 ―1：24．21� 172．2

24 マーマレードガール 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 454 ― 〃 クビ 37．6�
59 クロムウェル 牡2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 408 ―1：24．51� 204．6
714 ア キ ン ド 牡2鹿 54 柴田 善臣小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 482 ―1：24．92� 67．8�
816 ヤンチャプリヒメ 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 418 ―1：25．0� 316．3�
11 ハーツイーズ 牡2栗 54 北村 宏司山口 裕介氏 松永 康利 新ひだか 森 政巳 466 ―1：25．1� 71．7�
715 ハヤブサグングン 牡2栗 54 吉田 隼人武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか 斉藤スタッド 444 ―1：25．52� 39．3�
611 シゲルアゲット 牝2芦 54

51 ▲横山 武史森中 蕃氏 石栗 龍彦 浦河 王蔵牧場 386 ― 〃 クビ 364．4�
612 チ ク リ 牡2芦 54 江田 照男�ミルファーム 田中 博康 浦河 ミルファーム B500 ―1：25．71� 132．6�
36 ヘヴンズコーヴ 牡2青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426 ―1：25．8� 7．8�
817 アーバンキャット 牡2栗 54

51 ▲木幡 育也 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 424 ―1：25．9クビ 367．5�
12 シゲルキラキラ 牝2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか レースホース牧場 434 ―1：26．0� 371．9�
35 セイカヤマノ 牡2黒鹿54 大野 拓弥久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 482 ―1：26．21� 202．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 61，752，000円 複勝： 135，194，400円 枠連： 24，209，100円
馬連： 79，331，600円 馬単： 55，333，100円 ワイド： 55，022，800円
3連複： 104，186，600円 3連単： 171，676，200円 計： 686，705，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 200円 � 200円 枠 連（2－4） 840円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 360円 �� 310円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 5，760円

票 数

単勝票数 計 617520 的中 � 365416（1番人気）
複勝票数 計1351944 的中 � 965223（1番人気）� 58817（4番人気）� 55831（5番人気）
枠連票数 計 242091 的中 （2－4） 22252（4番人気）
馬連票数 計 793316 的中 �� 67987（4番人気）
馬単票数 計 553331 的中 �� 38900（4番人気）
ワイド票数 計 550228 的中 �� 40375（4番人気）�� 49896（2番人気）�� 9509（14番人気）
3連複票数 計1041866 的中 ��� 34956（5番人気）
3連単票数 計1716762 的中 ��� 21603（11番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．4―12．3―11．5―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．9―49．2―1：00．7―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．5
3 9－4，10（3，13）（8，12）7，18，1（2，5）（15，17）（6，16，14）11 4 9，4（10，13）（3，8）（7，12，18）1，15（2，5，14）（6，16）（11，17）

勝馬の
紹 介

ア カ ネ サ ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2016．2．11生 牝2鹿 母 クィーンズバーン 母母 シンコウエンジェル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 バロンキング号・ベルウッドヒビキ号



15019 6月3日 晴 良 （30東京3）第2日 第7競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

重
不良

59 ミ ス パ イ ロ 牝4黒鹿55 横山 典弘村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 468＋ 21：25．1 4．5�
815 ハヤブサレディゴー 牝5栗 55 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 494－ 41：25．63 6．2�
11 ラ ソ 牝4黒鹿55 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 434＋ 41：25．7クビ 155．3�
612 サンデュランゴ 牝4栗 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 470＋ 2 〃 クビ 57．2�
24 ロードナカヤマ 牝4鹿 55

53 △武藤 雅�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 474＋ 21：25．8クビ 4．4	
816 ヒ ル ダ 牝5栗 55 丸山 元気吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：25．9� 10．6

611 サンクタリリアス 牝6芦 55 長岡 禎仁�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 492＋ 4 〃 ハナ 46．0�
47 メイショウアテン 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 464－ 4 〃 ハナ 4．8�
713 ハッピーサークル 牝6黒鹿55 戸崎 圭太西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 486＋241：26．11� 45．4
35 プラントアゲン 牝6黒鹿 55

54 ☆木幡 初也浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 466± 01：26．52� 100．6�
12 コロニアルスタイル 牝4栗 55

52 ▲横山 武史吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 466＋ 41：26．71� 20．3�
23 ロジヒューズ 牝3鹿 52 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 472＋121：26．8� 8．2�
714� リュウシンローズ 牝4黒鹿55 武士沢友治�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 460＋ 41：27．01� 393．7�
510� ヌンジュリエット 牝4黒鹿55 西田雄一郎ヌンクラブ� 清水 英克 日高 ナカノファーム 480＋ 61：27．53 194．1�
48 アズールムーン 牝4栗 55 田辺 裕信 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 538＋101：28．56 12．0�
36 エリーナハーラー 牝3鹿 52

51 ☆木幡 巧也飯塚 知一氏 栗田 徹 千葉 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 464＋ 21：29．35 188．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，843，900円 複勝： 80，162，800円 枠連： 31，798，200円
馬連： 113，403，500円 馬単： 45，128，800円 ワイド： 71，445，400円
3連複： 144，443，000円 3連単： 166，706，200円 計： 697，931，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 210円 � 2，280円 枠 連（5－8） 1，310円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 720円 �� 8，090円 �� 12，010円

3 連 複 ��� 79，130円 3 連 単 ��� 278，480円

票 数

単勝票数 計 448439 的中 � 78191（2番人気）
複勝票数 計 801628 的中 � 117052（3番人気）� 114135（4番人気）� 6816（13番人気）
枠連票数 計 317982 的中 （5－8） 18753（6番人気）
馬連票数 計1134035 的中 �� 46693（7番人気）
馬単票数 計 451288 的中 �� 10404（10番人気）
ワイド票数 計 714454 的中 �� 27087（7番人気）�� 2202（53番人気）�� 1479（63番人気）
3連複票数 計1444430 的中 ��� 1369（150番人気）
3連単票数 計1667062 的中 ��� 434（648番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ス パ イ ロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤドン デビュー 2016．7．23 福島3着

2014．4．13生 牝4黒鹿 母 ブ イ ア ス カ 母母 アシヤマダム 20戦3勝 賞金 34，850，000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。
（非抽選馬） 1頭 トラストエンジェル号

15020 6月3日 晴 良 （30東京3）第2日 第8競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走13時55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

59 ニーマルサンデー 牡4青鹿57 大野 拓弥板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 468－ 22：12．4 5．1�
12 プレシャスリーフ 牡3栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：13．14 4．0�
611 ハッスルバッスル 牡4黒鹿57 岩田 康誠吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 B496＋ 22：13．31� 3．4�
35 ユイノシンドバッド 牡3青鹿54 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 498± 02：13．62 18．3�
23 エジステンツァ 牡4鹿 57 北村 宏司 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476－ 22：13．7	 5．8�
11 ジェイケイライジン 牡4栗 57 三浦 皇成小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 478＋ 22：14．01	 70．2	
36 アドマイヤガスト 牡6鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 530－ 62：14．53 70．4

815 クラウンロマン 牝5芦 55 吉田 隼人矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 462＋ 22：15．35 161．4�
47 プ エ ル ト 
6鹿 57 内田 博幸池谷 誠一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム B528－ 82：15．61� 83．1�
612 サバンナロード 
5鹿 57 和田 竜二吉田 和美氏 武井 亮 米 Michael

Sucher B526－ 22：15．7	 88．1
714 キョウワスピネル 牡3栗 54

51 ▲横山 武史�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 482＋ 22：15．8	 143．7�
510 クラウンデピュティ 牡7芦 57 柴田 大知矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 498－ 62：16．22	 144．6�
48 カイトセブン 牡3黒鹿54 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 むかわ 佐久間 孝司 498＋ 2 〃 クビ 44．4�
713 サ ル ー テ 牡3鹿 54 蛯名 正義小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 540－ 22：16．3クビ 9．1�
24 ノーザンクリス 牡3芦 54 M．デムーロ C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 522± 02：16．72	 11．5�
816 エバーパッション 牝5青鹿 55

53 △武藤 雅宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 440＋142：17．23 226．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，373，100円 複勝： 80，138，100円 枠連： 27，227，200円
馬連： 140，660，200円 馬単： 57，202，100円 ワイド： 75，095，600円
3連複： 177，780，100円 3連単： 219，036，000円 計： 830，512，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 150円 � 140円 枠 連（1－5） 1，240円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 500円 �� 340円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計 533731 的中 � 83655（3番人気）
複勝票数 計 801381 的中 � 115223（4番人気）� 138211（2番人気）� 157986（1番人気）
枠連票数 計 272272 的中 （1－5） 16943（6番人気）
馬連票数 計1406602 的中 �� 80659（6番人気）
馬単票数 計 572021 的中 �� 14996（12番人気）
ワイド票数 計 750956 的中 �� 37008（6番人気）�� 57798（2番人気）�� 47700（4番人気）
3連複票数 計1777801 的中 ��� 100313（2番人気）
3連単票数 計2190360 的中 ��� 16885（18番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．3―30．5―43．7―57．0―1：09．9―1：22．7―1：35．4―1：47．6―1：59．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニーマルサンデー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．7．31 新潟8着

2014．3．2生 牡4青鹿 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 13戦3勝 賞金 34，339，000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。
（非抽選馬） 1頭 フラッグアドミラル号



15021 6月3日 晴 良 （30東京3）第2日 第9競走 ��
��2，000�ホンコンジョッキークラブトロフィー

発走14時25分 （芝・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

ホンコンジョッキークラブ賞（1着）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

66 グレンガリー 牡3鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 436－ 21：59．7 5．3�
78 ニシノアモーレ 牝4栗 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 436＋101：59．91� 8．2�
33 シャイニーロケット 牡3鹿 54 和田 竜二小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 458＋ 4 〃 クビ 90．3�
810 ユウチェンジ 牡5黒鹿57 川田 将雅�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B508＋ 4 〃 クビ 7．5�
22 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 57 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B488－ 22：00．0	 2．3�
77 ローズクランス 牡5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 510＋ 4 〃 アタマ 32．1	
89 キャリアベスト 牡4栗 57 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 496－ 22：00．21	 3．9

44 ウイングセクション 牡3栗 54 江田 照男 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 02：00．3	 41．8�
11 ラ ペ ル ト ワ 牝5青 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 500－142：01．04 98．3
55 ジーナスイート 牝3芦 52 三浦 皇成 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 412－102：03．2大差 17．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，209，300円 複勝： 68，078，100円 枠連： 22，420，600円
馬連： 125，794，700円 馬単： 63，347，000円 ワイド： 64，898，200円
3連複： 143，123，800円 3連単： 273，440，000円 計： 817，311，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 240円 � 290円 � 1，480円 枠 連（6－7） 2，060円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 930円 �� 4，140円 �� 6，920円

3 連 複 ��� 37，740円 3 連 単 ��� 148，830円

票 数

単勝票数 計 562093 的中 � 83823（3番人気）
複勝票数 計 680781 的中 � 82947（3番人気）� 63625（5番人気）� 9944（9番人気）
枠連票数 計 224206 的中 （6－7） 8401（8番人気）
馬連票数 計1257947 的中 �� 36167（10番人気）
馬単票数 計 633470 的中 �� 9516（19番人気）
ワイド票数 計 648982 的中 �� 18846（10番人気）�� 3963（28番人気）�� 2353（37番人気）
3連複票数 計1431238 的中 ��� 2844（67番人気）
3連単票数 計2734400 的中 ��� 1332（300番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―11．9―12．0―12．4―12．2―11．9―10．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―36．8―48．8―1：01．2―1：13．4―1：25．3―1：36．2―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

グレンガリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．21 中山3着

2015．4．20生 牡3鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 3戦2勝 賞金 17，266，000円

15022 6月3日 晴 良 （30東京3）第2日 第10競走 ��
��1，400�

ゆ い が は ま

由 比 ヶ 浜 特 別
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，29．6．3以降30．5．27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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

714� キングクリチャン 牡9栗 50 山田 敬士栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B506＋ 21：20．6 26．4�
818 ヨシノザクラ 牝5芦 52 戸崎 圭太前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466± 01：20．81� 8．9�
11 ユメノマイホーム 牝6栗 51 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 466± 01：21．01 51．5�
612 ペ ス カ ネ ラ 牝4黒鹿54 石橋 脩山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 446＋ 81：21．21� 6．3�
816 ア ル モ ニ カ 牝3黒鹿51 内田 博幸 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 422＋101：21．3	 4．1�
36 ティルナノーグ 
6鹿 55 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 2 〃 ハナ 7．2	
24 ナムラアッパー 牡7鹿 53 和田 竜二奈村 信重氏 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B416－ 41：21．4� 26．4

59 エイシンデネブ 牝3鹿 51 吉田 隼人�栄進堂 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 442＋12 〃 クビ 4．9�
12 ブ リ ク ス ト 牡6黒鹿55 横山 典弘 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム B494± 01：21．61� 13．8
23 ビヨンジオール 牡6鹿 55 岩田 康誠林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 508－ 4 〃 ハナ 27．3�
48 ジョンブリアン 牝5黒鹿52 三浦 皇成 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 464＋ 61：21．7	 19．3�
47 カ ネ ノ イ ロ 牡5鹿 55 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 482－ 2 〃 アタマ 40．1�
817 ミスズスター 牡5鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 武 幸四郎 新ひだか 山際セントラルスタッド 464＋ 2 〃 クビ 173．6�
611 ア ー ヒ ラ 牝3芦 50 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 432＋ 21：21．91 90．6�
715 サバイバルポケット 牝5鹿 52 柴田 大知福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 21：22．11� 11．5�
510 エ ク ス シ ア 牝7鹿 51 木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 434－ 21：22．31 235．7�
35 � アメリカントップ 牡5鹿 55 黛 弘人吉澤 克己氏 田中 博康 米 Barron-

stown Stud 516＋ 2 〃 クビ 227．3�
713 ジャストフォーユー 
6鹿 53 丹内 祐次 �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 484＋ 41：22．83 193．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 66，578，800円 複勝： 93，154，200円 枠連： 47，193，300円
馬連： 211，163，800円 馬単： 78，327，900円 ワイド： 108，431，600円
3連複： 280，716，800円 3連単： 323，051，300円 計： 1，208，617，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 620円 � 360円 � 1，050円 枠 連（7－8） 1，190円

馬 連 �� 12，900円 馬 単 �� 37，460円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 15，600円 �� 5，140円

3 連 複 ��� 281，460円 3 連 単 ��� 1，722，140円

票 数

単勝票数 計 665788 的中 � 20130（10番人気）
複勝票数 計 931542 的中 � 38991（9番人気）� 73539（5番人気）� 21780（13番人気）
枠連票数 計 471933 的中 （7－8） 30700（3番人気）
馬連票数 計2111638 的中 �� 12685（48番人気）
馬単票数 計 783279 的中 �� 1568（110番人気）
ワイド票数 計1084316 的中 �� 7917（47番人気）�� 1779（96番人気）�� 5455（62番人気）
3連複票数 計2807168 的中 ��� 748（423番人気）
3連単票数 計3230513 的中 ��� 136（2440番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―11．6―11．2―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．6―46．2―57．4―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 15－16，12（11，7，9）（4，8，13）（1，2）10－（6，14）－（3，5）（18，17） 4 15（16，12）9（11，7）（4，8，13）（1，2）（6，14，10）（3，5，18）－17

勝馬の
紹 介

�キングクリチャン �
�
父 ボーンキング �

�
母父 アンバーシヤダイ

2009．4．22生 牡9栗 母 カムロギダイリン 母母 コバノフラッシュ 62戦1勝 賞金 35，248，000円
地方デビュー 2011．6．23 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。
（非当選馬） 2頭 ヴェアリアスサマー号・スフェーン号

１レース目 ３レース目



15023 6月3日 晴 良 （30東京3）第2日 第11競走
第68回農林水産省賞典

��
��1，600�安 田 記 念（ＧⅠ）

発走15時40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54�4歳以上58�，牝馬
2�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 110，000，000円 44，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，000，000円
付 加 賞 3，486，000円 996，000円 498，000円
生産者賞
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：31．3
1：30．7
1：31．3

良
良
良

510� モズアスコット 牡4栗 58 C．ルメール �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer
Wind Farm 482－ 61：31．3 15．7�

24 アエロリット 牝4芦 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 502－ 2 〃 クビ 10．7�
11 スワーヴリチャード 牡4栗 58 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 506－101：31．4	 2．8�
12 サトノアレス 牡4黒鹿58 蛯名 正義 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514＋101：31．5
 14．5�
815 サングレーザー 牡4青鹿58 福永 祐一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 486＋ 4 〃 クビ 6．4	
35 ペルシアンナイト 牡4黒鹿58 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 490＋ 81：31．71� 6．1

816 ウインガニオン 牡6黒鹿58 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 492± 01：32．02 104．9�
714 リスグラシュー 牝4黒鹿56 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448－ 21：32．1クビ 11．0�
59 レッドファルクス 牡7芦 58 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 480＋ 8 〃 クビ 14．6
47 � ウエスタンエクスプレス 6栗 58 S．クリッパートン L．ヨン氏 J．サイズ 豪 Mr.F Peisah 550－ 41：32．31� 54．5�

（Western Express（AUS））（香港） （香港）

48 � キャンベルジュニア 牡6鹿 58 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪
Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

540－ 61：32．4
 45．5�
36 レーヌミノル 牝4栗 56 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 21：32．5	 146．7�
612 ヒーズインラブ 牡5鹿 58 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：32．71 66．3�
23 � ダッシングブレイズ 牡6栗 58 北村 宏司グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

500－ 6 〃 アタマ 237．9�
611 リアルスティール 牡6鹿 58 岩田 康誠 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514 〃 アタマ 9．0�
713 ブラックムーン 牡6鹿 58 秋山真一郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 496－ 61：32．8アタマ 78．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 806，283，400円 複勝： 899，373，700円 枠連： 494，804，400円 馬連： 2，896，565，900円 馬単： 1，103，792，500円
ワイド： 1，230，845，600円 3連複： 4，435，529，100円 3連単： 7，021，802，700円 5重勝： 624，163，400円 計： 19，513，160，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 410円 � 290円 � 160円 枠 連（2－5） 4，170円

馬 連 �� 7，370円 馬 単 �� 15，290円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 1，020円 �� 680円

3 連 複 ��� 6，560円 3 連 単 ��� 63，280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����� 11，497，740円

票 数

単勝票数 計8062834 的中 � 410775（9番人気）
複勝票数 計8993737 的中 � 476013（9番人気）� 742738（4番人気）� 1834392（1番人気）
枠連票数 計4948044 的中 （2－5） 91957（21番人気）
馬連票数 計28965659 的中 �� 304567（31番人気）
馬単票数 計11037925 的中 �� 54131（62番人気）
ワイド票数 計12308456 的中 �� 145176（30番人気）�� 311285（11番人気）�� 484402（4番人気）
3連複票数 計44355291 的中 ��� 506768（19番人気）
3連単票数 計70218027 的中 ��� 80441（218番人気）
5重勝票数 計6241634 的中 ����� 38

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．3―11．3―11．4―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．2―45．5―56．8―1：08．2―1：19．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 16，6（4，8）（1，7）（5，15）（3，11）（10，12，14）－2，9－13 4 16－6（4，8）（1，7）（3，5，15）（11，14）（10，12）2，9－13

勝馬の
紹 介

�モズアスコット �
�
父 Frankel �

�
母父 Hennessy デビュー 2017．6．10 阪神4着

2014．3．31生 牡4栗 母 India 母母 Misty Hour 11戦5勝 賞金 221，135，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15024 6月3日 晴 良 （30東京3）第2日 第12競走 ��
��1，600�

み う ら

三 浦 特 別
発走16時25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 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

46 サルサディオーネ 牝4栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 506＋101：37．1 7．7�
11 タガノカトレア 牝4鹿 55 川田 将雅八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 41：37．31� 5．4�
34 インザバブル 牡5鹿 57 津村 明秀�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 01：37．51 7．9�
611 ディアドナテロ 牡6黒鹿57 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 B498＋ 4 〃 ハナ 71．4�
35 エンパイアブルー 牝6鹿 55 福永 祐一広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 474＋ 81：37．6	 4．8�
713 ダイワインパルス 牡6鹿 57 三浦 皇成大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 480± 0 〃 クビ 5．4	
59 シ ベ リ ウ ス 牡5栗 57 大野 拓弥浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B462± 01：37．7
 73．5

58 フジゴウカイ 牡6黒鹿57 嘉藤 貴行荒木 誠氏 高市 圭二 新冠 対馬 正 508－ 81：37．91 148．0�
712 サトノメサイア 牡6青鹿57 S．クリッパートン �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 522± 01：38．0
 15．3�

（香港）

23 シルバーポジー 牝5芦 55 戸崎 圭太 サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：38．21 5．4�
47 フクノグリュック 牡6鹿 57 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B504－101：38．41� 12．5�
610 ボールドアテンプト 牝5黒鹿55 北村 宏司�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 2 〃 クビ 94．8�
22 ポルトドレーヴ �5鹿 57 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464± 01：38．5クビ 28．1�
815� エターナルヒーロー �8黒鹿57 江田 照男岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 470＋ 2 〃 アタマ 200．1�
814� キャプテンロビン 牡4芦 57 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B452＋ 41：39．99 207．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 123，178，900円 複勝： 158，070，400円 枠連： 74，008，800円
馬連： 303，759，500円 馬単： 123，088，300円 ワイド： 169，100，300円
3連複： 396，042，400円 3連単： 591，641，400円 計： 1，938，890，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 320円 � 220円 � 260円 枠 連（1－4） 1，450円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，440円 �� 730円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 33，650円

票 数

単勝票数 計1231789 的中 � 127677（5番人気）
複勝票数 計1580704 的中 � 120882（6番人気）� 203286（4番人気）� 161952（5番人気）
枠連票数 計 740088 的中 （1－4） 39536（10番人気）
馬連票数 計3037595 的中 �� 93582（13番人気）
馬単票数 計1230883 的中 �� 18639（24番人気）
ワイド票数 計1691003 的中 �� 45345（13番人気）�� 29377（20番人気）�� 60757（9番人気）
3連複票数 計3960424 的中 ��� 46444（24番人気）
3連単票数 計5916414 的中 ��� 12745（126番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．4―47．7―1：00．1―1：12．3―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サルサディオーネ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2016．11．13 京都13着

2014．5．3生 牝4栗 母 サルサクイーン 母母 シーサイドエンゼル 11戦3勝 賞金 44，008，000円
［他本会外：2戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（30東京3）第2日 6月3日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

380，650，000円
2，590，000円
21，510，000円
6，400，000円
47，410，000円
9，000，000円
75，607，500円
5，480，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
1，430，613，900円
1，830，407，200円
818，850，500円
4，271，062，700円
1，745，413，700円
2，041，514，700円
6，204，407，700円
9，510，589，800円
624，163，400円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 28，477，023，600円

総入場人員 61，215名 （有料入場人員 58，448名）
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