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15037 6月10日 雨 良 （30東京3）第4日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

510 イ セ ベ ル 牝3鹿 54 三浦 皇成谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 458＋ 61：40．1 1．8�
713 ジャンティエス 牝3栗 54 江田 照男落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 ハナ 5．4�
35 マ ク ル ー バ 牝3芦 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 468＋ 61：40．2� 111．9�
612 トラソニャータ 牝3鹿 54 北村 宏司 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 452± 01：40．41� 28．6�
815 スイングアリュール 牝3栗 54 伊藤 工真平井 裕氏 金成 貴史 浦河 岡部牧場 460－ 21：40．71� 8．2�
47 アンダンテバイオ 牝3黒鹿54 丸田 恭介バイオ	 奥平 雅士 平取 清水牧場 446＋ 4 〃 ハナ 79．9

12 セレブレイトダンス 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 �シルクレーシング 竹内 正洋 平取 坂東牧場 430－ 6 〃 クビ 48．8�
48 ラ プ チ ュ ア 牝3栗 54 宮崎 北斗グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 430－ 21：41．55 16．1�
714 アンティオキア 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹髙橋 貴士氏 林 徹 新ひだか 松田牧場 452± 01：41．81� 137．2
611 クライオブザソウル 牝3鹿 54 吉田 隼人�ターフ・スポート武井 亮 新冠 村田牧場 516－ 21：42．01� 26．6�
23 キミニトドケ 牝3鹿 54 田辺 裕信田原 邦男氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 416－12 〃 ハナ 8．9�
59 ノ ヴ ァ 牝3鹿 54 福永 祐一加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 444＋ 41：43．17 21．4�
816 ハローティアラ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子丸岡 啓一氏 菊川 正達 浦河 富塚ファーム B462＋ 41：43．41� 23．2�
11 スイートハート 牝3青鹿54 丸山 元気平賀 久枝氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 412－ 81：43．5� 174．7�
24 アイリーデイ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史増田 恒次氏 天間 昭一 新冠 山岡牧場 490＋101：43．71 209．9�
36 ヤマニンセノーテ 牝3鹿 54

52 △武藤 雅土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 452 ―1：44．97 155．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，680，200円 複勝： 68，289，800円 枠連： 16，338，300円
馬連： 69，559，200円 馬単： 39，366，400円 ワイド： 53，215，800円
3連複： 104，131，100円 3連単： 148，490，300円 計： 531，071，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 1，100円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 180円 �� 2，250円 �� 4，080円

3 連 複 ��� 6，920円 3 連 単 ��� 17，750円

票 数

単勝票数 計 316802 的中 � 137429（1番人気）
複勝票数 計 682898 的中 � 366312（1番人気）� 98028（2番人気）� 5527（12番人気）
枠連票数 計 163383 的中 （5－7） 36989（1番人気）
馬連票数 計 695592 的中 �� 157547（1番人気）
馬単票数 計 393664 的中 �� 60588（1番人気）
ワイド票数 計 532158 的中 �� 100886（1番人気）�� 5031（22番人気）�� 2730（38番人気）
3連複票数 計1041311 的中 ��� 11273（18番人気）
3連単票数 計1484903 的中 ��� 6065（49番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．1―12．8―13．2―12．9―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．8―48．6―1：01．8―1：14．7―1：27．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ セ ベ ル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2017．8．5 新潟9着

2015．2．21生 牝3鹿 母 ベルクラシック 母母 ベ ル ピ ア ノ 11戦1勝 賞金 17，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウィキャン号・フリックフラック号
（非抽選馬） 1頭 ペイシャデザイヤー号

15038 6月10日 小雨 良 （30東京3）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 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

510 ゴ ム マ リ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 454± 01：26．5 4．0�
36 フ ロ イ デ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也林 正道氏 牧 光二 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B496－101：27．35 48．0�

612 トーホウアネモス 牡3黒鹿56 三浦 皇成東豊物産� 伊藤 大士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B446± 0 〃 ハナ 22．5�
23 ラヴィーズロマーン 牡3黒鹿56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B450－ 21：27．51 2．3�
816 ル リ エ フ 牝3芦 54 大野 拓弥�菅井牧場 竹内 正洋 浦河 木戸口牧場 466－ 41：27．6� 8．8	
48 アポロエレノア 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 日高 天羽 禮治 472＋ 61：28．34 38．9

35 ツァイトライゼ 牡3栗 56 内田 博幸 �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 446＋ 61：28．4クビ 8．0�
11 キ ン シ ョ ウ 牡3黒鹿56 伊藤 工真 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 浦河 ヒダカフアーム B464－ 41：28．82� 49．9�
12 ブルベアエゴマ 牡3鹿 56 江田 照男 �ブルアンドベア 蛯名 利弘 新冠 アサヒ牧場 428－ 21：28．9� 13．4
815 ケ ル ー ス 牡3黒鹿56 柴田 善臣橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 482＋101：29．21� 17．8�
611 フランクオーシャン 牡3鹿 56 武士沢友治�パニオロ 水野 貴広 新冠 上井農場 B458＋ 61：30．05 15．4�
713 オ ー ラ フ ォ 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 506－201：30．1クビ 180．0�
59 ハッピーファースト 牡3栗 56 丸山 元気 H.F Association 高橋 文雅 新ひだか 前田牧場 508 ―1：31．16 77．1�
714 カレンナヴォーグ 牝3栗 54 田中 勝春志村 幸彦氏 的場 均 日高 日西牧場 474＋ 41：31．2� 251．4�
24 ヤギリベスト 牡3栗 56 石川裕紀人内田ヤエ子氏 小西 一男 新ひだか 千代田牧場 524－ 61：31．62� 180．4�
47 グレースジョワ 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子田畑 利彦氏 石毛 善彦 日高 Shall Farm 440－141：32．02� 129．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，578，800円 複勝： 47，965，500円 枠連： 17，583，700円
馬連： 69，765，000円 馬単： 34，682，400円 ワイド： 48，478，200円
3連複： 93，069，000円 3連単： 114，589，900円 計： 455，712，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 870円 � 660円 枠 連（3－5） 1，320円

馬 連 �� 9，620円 馬 単 �� 14，320円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 1，870円 �� 8，170円

3 連 複 ��� 58，650円 3 連 単 ��� 283，540円

票 数

単勝票数 計 295788 的中 � 58141（2番人気）
複勝票数 計 479655 的中 � 77616（2番人気）� 12487（9番人気）� 16855（8番人気）
枠連票数 計 175837 的中 （3－5） 10267（7番人気）
馬連票数 計 697650 的中 �� 5619（27番人気）
馬単票数 計 346824 的中 �� 1816（45番人気）
ワイド票数 計 484782 的中 �� 4556（26番人気）�� 6775（22番人気）�� 1505（54番人気）
3連複票数 計 930690 的中 ��� 1190（121番人気）
3連単票数 計1145899 的中 ��� 293（622番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．7―49．1―1：01．5―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴ ム マ リ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．10．15 新潟8着

2015．3．29生 牝3黒鹿 母 ハ ル ジ オ ン 母母 ユキノビジン 8戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 トーホウアネモス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤギリベスト号・グレースジョワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月

10日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 トーホウアネモス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年7月10日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 インペリアルエア号・ウェディングフォト号・コスモビッグハート号・シゲルトウガラシ号・スピリッツスパート号・

ダテノライトニング号・ミサトエルザ号

第３回 東京競馬 第４日



15039 6月10日 小雨 良 （30東京3）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11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
1：31．3
1：30．7

良
良

816 ソロフレーズ 牡3青鹿56 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458－ 41：34．8 4．1�

59 ア ル キ ミ ア 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 432± 01：35．33 6．4�
612 オールモストゼア 牝3鹿 54

52 △武藤 雅吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 402± 01：35．4� 8．7�
510 シーオブセレニティ 牡3黒鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 41：35．5� 4．2�
611 ラブリーアゲン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太浅川 皓司氏 萱野 浩二 様似 富田 恭司 434＋261：35．6� 5．4�
23 トレジャード 牡3栗 56 横山 和生�ターフ・スポート勢司 和浩 浦河 谷川牧場 476－ 41：35．7� 22．9	
36 ココリモアナ 牝3鹿 54 吉田 隼人美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 440＋ 2 〃 ハナ 172．6

12 インプレスシチー 牡3青 56 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 454－ 21：35．91� 27．6�
48 ボウルオブチェリー 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 クビ 37．2
817 マイネルビーラヴド 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B470＋ 41：36．11 103．9�
714 クールスパート 牡3黒鹿56 大庭 和弥日向 均氏 高橋 文雅 様似 富田 恭司 426± 01：36．52� 410．3�
715 ス タ ン シ ア 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也西 浩明氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 434＋ 81：36．6クビ 396．3�
24 フライハイト 牝3青鹿54 内田 博幸 �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 450± 01：36．81 8．7�
47 ネオンブルー 牡3鹿 56 原田 和真山口功一郎氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 514± 01：37．12 523．3�
35 エールマリアージュ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 折手牧場 476＋ 61：37．2クビ 195．8�
713 ブ シ ョ ウ 牡3栗 56 石橋 脩�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 492＋221：37．41� 15．9�
11 リードソロモン 牝3鹿 54 武士沢友治石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 山本 昇寿 440－ 61：37．82� 314．3�
818 ミキノティンパニー 牝3栗 54 丸田 恭介谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 442± 01：38．54 427．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，624，200円 複勝： 69，841，800円 枠連： 23，819，500円
馬連： 89，544，200円 馬単： 39，695，800円 ワイド： 60，481，000円
3連複： 118，990，500円 3連単： 142，387，900円 計： 585，384，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 190円 � 220円 枠 連（5－8） 490円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 510円 �� 590円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 17，020円

票 数

単勝票数 計 406242 的中 � 79074（1番人気）
複勝票数 計 698418 的中 � 144142（1番人気）� 88523（3番人気）� 71982（5番人気）
枠連票数 計 238195 的中 （5－8） 37191（1番人気）
馬連票数 計 895442 的中 �� 47715（4番人気）
馬単票数 計 396958 的中 �� 11644（6番人気）
ワイド票数 計 604810 的中 �� 31206（4番人気）�� 26848（6番人気）�� 12820（16番人気）
3連複票数 計1189905 的中 ��� 23432（12番人気）
3連単票数 計1423879 的中 ��� 6065（44番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―12．1―12．1―11．8―12．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．1―47．2―59．3―1：11．1―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．5
3 ・（4，17）（6，13）（10，18）11（7，9）3（2，8）－（12，14）（1，16）－15＝5 4 ・（4，17）－（6，10，13）（11，18）（7，3，9）（2，8）（12，14）（1，16）－15－5

勝馬の
紹 介

ソロフレーズ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．10．28 東京12着

2015．5．13生 牡3青鹿 母 パラフレーズ 母母 Epitome 6戦1勝 賞金 10，300，000円
〔発走状況〕 エールマリアージュ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 エールマリアージュ号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アルチスタ号・イルーシヴゴールド号・リンディーホップ号

15040 6月10日 曇 良 （30東京3）第4日 第4競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

12 トーセンヴィガー 牡3鹿 56 石橋 脩島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：28．5 4．2�
24 スズカノロッソ 牡3鹿 56 川田 将雅永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 498＋ 22：28．6� 4．0�
59 パルクデラモール 牝3鹿 54 三浦 皇成�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 8 〃 クビ 12．9�
714 アルスラーン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 498－ 22：28．7� 18．3�
23 ツインクルテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 466± 02：28．91� 11．5	
35 ディアローグ 牡3鹿 56 丸山 元気広尾レース� 青木 孝文 新ひだか 木村 秀則 492－102：29．0	 50．6

612 スタートアップ 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 492－ 62：29．21� 18．7�
817 オメガハートビート 牝3黒鹿54 C．ルメール 原 
子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462＋ 42：29．51	 3．6�
611 テ ィ イ 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅近藤 英子氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 434－ 62：29．71� 90．5
510 エレガントテソーロ 牝3鹿 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 安平 追分ファーム 418＋ 42：29．91� 175．1�
47 ゼロスピンドル 牡3黒鹿56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 42：30．0クビ 38．1�
11 ショウナンバリウス 牡3黒鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 484± 02：30．1� 17．7�
713 ヴィルジェン 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 浦河 モトスファーム 426＋ 42：30．2	 472．7�
715 セイカメテオライト 牡3鹿 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 448－ 42：30．83� 71．0�
36 トランスパレント 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 484－ 6 〃 ハナ 17．8�
48 ウインスペリウス 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 432－ 42：32．29 66．8�
818 ネイルドイット 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 444± 02：32．3� 114．7�
816 エリープライム 牝3鹿 54 藤岡 佑介谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 丸村村下

ファーム 434± 0 〃 クビ 80．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，926，100円 複勝： 58，595，300円 枠連： 23，018，100円
馬連： 84，327，300円 馬単： 35，588，600円 ワイド： 59，559，900円
3連複： 113，877，700円 3連単： 130，855，900円 計： 541，748，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 160円 � 400円 枠 連（1－2） 540円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，120円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 17，680円

票 数

単勝票数 計 359261 的中 � 67142（3番人気）
複勝票数 計 585953 的中 � 102778（2番人気）� 109175（1番人気）� 28452（8番人気）
枠連票数 計 230181 的中 （1－2） 32950（1番人気）
馬連票数 計 843273 的中 �� 74925（1番人気）
馬単票数 計 355886 的中 �� 14601（4番人気）
ワイド票数 計 595599 的中 �� 39909（2番人気）�� 13031（11番人気）�� 13808（9番人気）
3連複票数 計1138777 的中 ��� 23063（6番人気）
3連単票数 計1308559 的中 ��� 5363（25番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―13．2―13．1―13．1―12．8―12．1―12．4―12．2―12．3―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―23．5―36．7―49．8―1：02．9―1：15．7―1：27．8―1：40．2―1：52．4―2：04．7―2：16．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンヴィガー �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．10．8 東京5着

2015．1．25生 牡3鹿 母 ペルヴィアンリリー 母母 ラスティックベル 6戦1勝 賞金 9，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 バトルガニアン号・ブローインバブルス号
（非抽選馬） 1頭 マイネルソラニテ号



15041 6月10日 曇 良 （30東京3）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．6

良
良

36 ア ガ ラ ス 牡2青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 488 ―1：51．2 1．8�
48 シークレットラン 牡2鹿 54 内田 博幸亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 464 ―1：51．62� 6．8�
612 ダディーズマインド 牡2鹿 54 北村 宏司田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 472 ―1：51．7� 17．5�
12 メイショウクライム 牡2鹿 54 藤岡 佑介松本 好�氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム 464 ―1：52．02 18．1�
11 ブラックアンバー 牡2黒鹿 54

52 △武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 490 ―1：52．21� 56．9	
59 マジックハンター 牡2黒鹿54 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 416 ―1：52．3� 130．2

816 イフユーワナ 牡2鹿 54 田辺 裕信山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 480 ―1：52．4	 38．3�
23 マイネルモーディグ 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 松本牧場 454 ―1：52．5	 86．8
47 ダノンシティ 牡2鹿 54 武 豊�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 446 ―1：52．92� 6．6�
815 トーセンジェロニモ 牡2栗 54

52 △菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 468 ―1：53．0� 103．8�
713 ツクバボニート 牝2栗 54 丸田 恭介細谷 武史氏 和田 雄二 新ひだか 坂本 健一 424 ―1：53．1� 196．2�
510 ナンヨーシンゲツ 牡2黒鹿54 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 464 ―1：53．2クビ 20．5�
714 ヴォルターウルフ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 浦河 
川 啓一 490 ―1：53．62� 11．9�
611 ニシノサトル 牡2芦 54 大野 拓弥西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 452 ―1：54．13 240．1�
35 マイネルオリエンス 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 470 ―1：54．31� 52．1�
24 トーセンゴーランド 牡2栗 54 吉田 隼人島川 �哉氏 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 462 ―1：55．79 104．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，797，600円 複勝： 56，366，200円 枠連： 21，064，000円
馬連： 73，930，500円 馬単： 41，532，400円 ワイド： 52，644，700円
3連複： 101，396，400円 3連単： 142，364，700円 計： 544，096，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 210円 枠 連（3－4） 270円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 250円 �� 420円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 5，810円

票 数

単勝票数 計 547976 的中 � 244777（1番人気）
複勝票数 計 563662 的中 � 214169（1番人気）� 77970（2番人気）� 43676（5番人気）
枠連票数 計 210640 的中 （3－4） 59948（1番人気）
馬連票数 計 739305 的中 �� 105718（1番人気）
馬単票数 計 415324 的中 �� 45818（1番人気）
ワイド票数 計 526447 的中 �� 62631（1番人気）�� 31013（4番人気）�� 12577（9番人気）
3連複票数 計1013964 的中 ��� 33784（5番人気）
3連単票数 計1423647 的中 ��� 17763（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．3―38．0―50．9―1：03．9―1：16．9―1：28．5―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．3

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

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

ア ガ ラ ス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブラックホーク 初出走

2016．3．5生 牡2青鹿 母 ロッシェノワール 母母 メイプルシロップ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15042 6月10日 雨 良 （30東京3）第4日 第6競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走13時00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

59 サ ノ サ ン 牡3黒鹿56 蛯名 正義佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 456－ 42：14．1 11．4�
47 リキサンゴルト 牡3鹿 56 内田 博幸 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 488± 02：14．52� 3．1�
611 タイセイカレッジ 牡3芦 56 大野 拓弥田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 428－ 42：16．09 16．6�
24 ユキノアンビシャス 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 488＋ 22：16．42� 227．1�
612 クリノバルテュス 牡3鹿 56 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 484± 02：16．6� 153．3�
713 シゲルジャンボイモ 牡3芦 56 勝浦 正樹森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 B500＋ 22：16．81	 13．6	
816 ボスアンルーリー 牡3黒鹿56 丸田 恭介佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 474－ 22：17．12 125．1

23 エールブラン 牡3芦 56

54 △武藤 雅 �キャロットファーム 上原 博之 新ひだか 井高牧場 496－ 42：17．2クビ 6．1�
815 サ ン ベ ン ド 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �加藤ステーブル 小島 茂之 新冠 ラツキー牧場 466－ 8 〃 アタマ 7．7
510 ペイストリー 牝3栗 54 北村 宏司 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 516＋ 22：17．62� 3．6�
48 ウインドトレイル 牡3黒鹿56 三浦 皇成�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 470－10 〃 ハナ 11．8�
714 ウサギノパンチ 牡3鹿 56 柴田 大知桐谷 茂氏 堀井 雅広 平取 中川 隆 456± 02：18．13 253．5�
36 グランフルール 牝3鹿 54 石川裕紀人落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B476－ 22：20．8大差 46．0�
12 トゥモローキッス 
3栗 56 吉田 隼人黒岩 晴男氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム 480± 02：21．54 313．4�
11 マ チ コ ウ バ 牡3青 56

53 ▲山田 敬士鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 菊川 正達 浦河 榊原 敏明 456－102：21．6クビ 209．4�

35 ヤマニンアルテア 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 林 徹 浦河 廣田 光夫 468－ 82：22．02� 131．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，440，400円 複勝： 59，495，500円 枠連： 20，178，700円
馬連： 90，120，700円 馬単： 40，035，300円 ワイド： 59，890，200円
3連複： 123，000，100円 3連単： 148，741，900円 計： 579，902，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 380円 � 150円 � 340円 枠 連（4－5） 420円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 780円 �� 2，950円 �� 740円

3 連 複 ��� 9，450円 3 連 単 ��� 57，790円

票 数

単勝票数 計 384404 的中 � 26757（5番人気）
複勝票数 計 594955 的中 � 32899（8番人気）� 144231（1番人気）� 37952（6番人気）
枠連票数 計 201787 的中 （4－5） 37118（1番人気）
馬連票数 計 901207 的中 �� 34243（7番人気）
馬単票数 計 400353 的中 �� 5358（21番人気）
ワイド票数 計 598902 的中 �� 20221（9番人気）�� 4964（30番人気）�� 21346（7番人気）
3連複票数 計1230001 的中 ��� 9756（33番人気）
3連単票数 計1487419 的中 ��� 1866（187番人気）

ハロンタイム 7．0―11．7―13．1―13．0―12．7―12．8―12．9―12．7―12．5―12．4―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．7―31．8―44．8―57．5―1：10．3―1：23．2―1：35．9―1：48．4―2：00．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

サ ノ サ ン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．7．23 福島2着

2015．5．3生 牡3黒鹿 母 エ ト レ ー ヌ 母母 ライジングサンデー 9戦1勝 賞金 10，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランフルール号・マチコウバ号・ヤマニンアルテア号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成30年7月10日まで平地競走に出走できない。
トゥモローキッス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月10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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ウェルズレジェンド号・オスカーレーヴ号・オープニングアクト号・サクラトップタイム号・ハリケーンズアイ号



15043 6月10日 雨 稍重 （30東京3）第4日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時30分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

47 ペイシャエヴァー 牡4鹿 57 内田 博幸北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 492＋ 61：25．4 2．4�
714 ド リ ュ ウ 牡3栗 54 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 440± 01：25．61� 5．9�
23 ナリノメジャー 牝4栗 55 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－101：25．81	 12．4�
48 アメリカンツイスト 牡3鹿 54 松岡 正海 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 アタマ 63．0�
713 グラスブルース 牡4鹿 57 柴田 善臣半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B498－ 21：26．12 9．8	
12 オペラカイジン 牡3黒鹿 54

52 △武藤 雅平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 454－ 21：26．2� 18．5

510 コウユーホクト 牡3鹿 54 蛯名 正義加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 496－ 81：26．51
 83．8�
816 ト ル マ リ 牝4鹿 55 柴田 大知水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 446＋ 6 〃 ハナ 113．6�
24 � ラグプリンセス 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 和子氏 金成 貴史 米 Northwest

Farms LLC 482－ 41：26．71	 26．8
35 � ストロボスコープ 牡4鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

476± 01：27．23 3．7�
59 � トラストエンジェル 牝4黒鹿55 川田 将雅菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 422± 0 〃 クビ 38．0�
11 スリーミュージアム 牡5鹿 57

55 △菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B432＋ 21：27．3クビ 217．2�
611� ア ポ ス ト ル 牡3芦 54 西田雄一郎吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 510＋ 4 〃 アタマ 32．1�
612� ムーンロード 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 394＋ 81：27．61
 136．5�
36 ウォーターメロン 牡4鹿 57 北村 宏司大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B514－ 2 〃 クビ 45．3�
815� ソルサリエンテ 牡4栗 57 嘉藤 貴行西森 鶴氏 清水 英克 新冠 オリエント牧場 492＋ 41：28．02� 312．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，619，800円 複勝： 75，549，600円 枠連： 26，057，700円
馬連： 106，480，800円 馬単： 47，420，500円 ワイド： 73，501，100円
3連複： 146，998，800円 3連単： 190，750，900円 計： 710，379，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 160円 � 230円 枠 連（4－7） 440円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 300円 �� 630円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 8，540円

票 数

単勝票数 計 436198 的中 � 144072（1番人気）
複勝票数 計 755496 的中 � 205874（1番人気）� 119750（3番人気）� 63470（5番人気）
枠連票数 計 260577 的中 （4－7） 45688（2番人気）
馬連票数 計1064808 的中 �� 134698（2番人気）
馬単票数 計 474205 的中 �� 38054（2番人気）
ワイド票数 計 735011 的中 �� 69071（2番人気）�� 28867（5番人気）�� 17720（12番人気）
3連複票数 計1469988 的中 ��� 40427（7番人気）
3連単票数 計1907509 的中 ��� 16184（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．4―49．1―1：01．1―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．3
3 3，7（2，16）6（1，8）（5，13）（9，12，10）14（11，15）4 4 ・（3，7）16，2（6，8）（1，5，13）（9，10）（12，4）（14，15）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ペイシャエヴァー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．1．29 東京3着

2014．5．3生 牡4鹿 母 エバーシャイニング 母母 ルヴァーガール 10戦3勝 賞金 29，110，000円

15044 6月10日 雨 稍重 （30東京3）第4日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

55 ウインシトリン 牝4黒鹿 55
52 ▲横山 武史�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 81：48．1 23．4�

22 ジョブックコメン 牝3黒鹿 52
49 ▲山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 416± 01：48．2� 4．0�

79 ヒドゥンパラメータ 牡4鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458± 01：48．41	 5．1�
710
 クリノオスマン 牡4栗 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 452－121：49．14 129．1�
812 サウンドストリート 牡4鹿 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田正一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450± 0 〃 ハナ 4．9�
33 ノーブルバルカン 牡3鹿 54

52 △武藤 雅吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 B448± 0 〃 クビ 4．0	
67 シ ト ロ ン 牝5鹿 55 杉原 誠人
ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B464＋141：49．31	 148．1�
11 ミエノインパルス 牡4栗 57 内田 博幸里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム B482＋ 41：49．4� 29．0�
56 
 マサノホウオウ 牡4黒鹿57 武士沢友治古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 486＋ 81：49．61 67．7
68 
 リュウシンローズ 牝4黒鹿 55

53 △菊沢 一樹
浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 460± 01：49．81	 231．2�
44 アスコットチャンプ �5栗 57 石橋 脩星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 470＋ 61：50．12 14．6�
811 ブラックギムレット 牡4黒鹿57 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 444－ 21：50．3� 5．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，898，000円 複勝： 48，364，900円 枠連： 19，923，000円
馬連： 86，905，700円 馬単： 38，458，500円 ワイド： 46，466，400円
3連複： 97，899，900円 3連単： 149，682，900円 計： 523，599，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 490円 � 160円 � 170円 枠 連（2－5） 3，400円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 9，450円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，530円 �� 430円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 61，510円

票 数

単勝票数 計 358980 的中 � 12230（7番人気）
複勝票数 計 483649 的中 � 18634（7番人気）� 94982（1番人気）� 82037（2番人気）
枠連票数 計 199230 的中 （2－5） 4539（12番人気）
馬連票数 計 869057 的中 �� 17473（16番人気）
馬単票数 計 384585 的中 �� 3051（34番人気）
ワイド票数 計 464664 的中 �� 10855（14番人気）�� 7390（18番人気）�� 29809（3番人気）
3連複票数 計 978999 的中 ��� 11746（23番人気）
3連単票数 計1496829 的中 ��� 1764（189番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―11．6―12．4―12．4―12．4―11．5―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―35．7―48．1―1：00．5―1：12．9―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．2

3 4，6（2，8）（7，12）9，5（3，10）－（11，1）
2
4

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

ウインシトリン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．6．12 東京1着

2014．3．13生 牝4黒鹿 母 コスモクリスタル 母母 クリスチャンネーム 15戦2勝 賞金 15，250，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※リュウシンローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



15045 6月10日 雨 重 （30東京3）第4日 第9競走 ��
��1，400�

こ が ね い

小 金 井 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

816 アンティノウス 牡4黒鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528＋ 21：24．0 2．6�
714 ビックリシタナモー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 512＋ 21：24．1� 2．8�
612 アオイサンシャイン 牝5黒鹿55 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 81：24．41	 18．4�
510 ハルクンノテソーロ 牡4黒鹿57 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 474± 01：24．82	 8．0�
11 ケンコンイッテキ 牡5青鹿57 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 508－ 61：25．11� 42．6	
47 ダブルコーク 牡7黒鹿57 川田 将雅�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496＋ 8 〃 クビ 21．1

611 ブラックジョー 
5青鹿57 石川裕紀人山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 470－ 41：25．2	 101．8�
12 サクレディーヴァ 牝5芦 55 武 豊 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 530＋ 6 〃 クビ 6．9�
35 プエルトプリンセサ 牝5鹿 55 北村 宏司丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 436＋ 81：25．3	 178．0
23 プレシャスルージュ 
6黒鹿57 藤岡 佑介 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：25．4クビ 30．4�
36 ウィズエモーション 牝5鹿 55 大野 拓弥 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 486－ 21：25．82	 105．5�
24 ソルプレーサ 牡6黒鹿57 西田雄一郎西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B530－ 6 〃 アタマ 105．4�
713 メジャーガラメキ 牝6栗 55 石橋 脩髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B498＋12 〃 クビ 111．6�
48 ヤマニンシャンデル 牝6栗 55 田辺 裕信土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 470＋ 81：25．9	 62．4�
59 エビスリアン 牡5鹿 57 福永 祐一加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B480＋ 21：26．22 70．0�
815 カフェライジング 牡6鹿 57 武藤 雅西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 524＋161：26．4� 41．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，937，200円 複勝： 79，941，000円 枠連： 30，639，800円
馬連： 147，189，100円 馬単： 67，647，900円 ワイド： 90，292，300円
3連複： 197，770，700円 3連単： 284，693，300円 計： 955，111，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 290円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 190円 �� 790円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 5，440円

票 数

単勝票数 計 569372 的中 � 170641（1番人気）
複勝票数 計 799410 的中 � 201161（1番人気）� 198727（2番人気）� 44289（6番人気）
枠連票数 計 306398 的中 （7－8） 65194（1番人気）
馬連票数 計1471891 的中 �� 310447（1番人気）
馬単票数 計 676479 的中 �� 70699（1番人気）
ワイド票数 計 902923 的中 �� 153042（1番人気）�� 25091（8番人気）�� 23254（9番人気）
3連複票数 計1977707 的中 ��� 79632（4番人気）
3連単票数 計2846933 的中 ��� 37915（10番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．1―12．0―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．7―46．8―58．8―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンティノウス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．5 東京8着

2014．2．22生 牡4黒鹿 母 ミクロコスモス 母母 ユーアンミー 10戦4勝 賞金 42，664，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ペプチドアルマ号・リスペクトアース号
（非抽選馬）13頭 ウォーターピオニー号・エタニティーワルツ号・クリノシャンボール号・サンビショップ号・スズカコーズライン号・

ノーモアゲーム号・ハシカミ号・ハングリーベン号・ヒルノデンハーグ号・ファミリーズオナー号・
メイショウサチシオ号・メイプルキング号・ランドハイパワー号

15046 6月10日 雨 重 （30東京3）第4日 第10競走 ��
��1，600�

た ま が わ

多摩川ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，29．6．10以降30．6．3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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

66 ショウナンアンセム 牡5芦 56 吉田 隼人�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 482－ 21：37．3 11．5�
22 ワンダープチュック 牡4黒鹿56 田辺 裕信山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 492－101：37．51� 4．5�
11 レッドオルガ 牝4鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 442－ 21：37．6� 2．3�
77 バティスティーニ 牡5鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 490－ 41：37．7� 6．0�
89 キョウワゼノビア 牝5黒鹿52 内田 博幸�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 474＋ 2 〃 クビ 19．0	
55 プロディガルサン 牡5鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512－ 21：38．01	 3．5

33 マ リ オ ー ロ 牡6鹿 53 木幡 巧也菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 500－ 81：38．42� 90．8�
88 
 セ セ リ 牡7栗 52 丹内 祐次冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 502－ 21：38．5	 157．8�
44 セイクレットレーヴ 牡9鹿 53 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 486＋ 81：38．6� 118．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 68，281，900円 複勝： 77，905，900円 枠連： 23，229，500円
馬連： 139，556，500円 馬単： 81，346，300円 ワイド： 70，471，600円
3連複： 172，030，100円 3連単： 424，708，400円 計： 1，057，530，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 200円 � 150円 � 110円 枠 連（2－6） 2，530円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 6，270円

ワ イ ド �� 530円 �� 410円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 19，920円

票 数

単勝票数 計 682819 的中 � 47470（5番人気）
複勝票数 計 779059 的中 � 73626（5番人気）� 113220（3番人気）� 258581（1番人気）
枠連票数 計 232295 的中 （2－6） 7111（10番人気）
馬連票数 計1395565 的中 �� 52330（9番人気）
馬単票数 計 813463 的中 �� 9715（21番人気）
ワイド票数 計 704716 的中 �� 31007（9番人気）�� 42825（6番人気）�� 79563（2番人気）
3連複票数 計1720301 的中 ��� 81640（6番人気）
3連単票数 計4247084 的中 ��� 15454（64番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―12．9―12．7―12．6―11．2―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．5―38．4―51．1―1：03．7―1：14．9―1：25．8

コーナー
通過順位

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

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5芦 母 ヴォラドーレス 母母 ア ズ ワ ー 27戦5勝 賞金 110，858，000円

１レース目 ３レース目



15047 6月10日 雨 重 （30東京3）第4日 第11競走 ��
��1，800�第35回エプソムカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳
52�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

エプソム競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

816 サトノアーサー 牡4青鹿56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480± 01：47．4 5．6�
36 ハクサンルドルフ 牡5黒鹿56 川田 将雅河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋ 21：47．5	 7．0�
35 グリュイエール 牡6芦 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486± 01：47．6
 7．9�
48 サーブルオール 牡5鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：47．7	 6．2�
23 エアアンセム 牡7黒鹿56 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 506± 01：48．12	 20．4	
12 ベルキャニオン 牡7鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500＋ 2 〃 クビ 30．9

815 ゴールドサーベラス 牡6栗 56 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 448－ 41：48．2クビ 252．6�
714 バーディーイーグル 牡8鹿 56 三浦 皇成里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 494＋ 4 〃 ハナ 52．3�
47 マイネルフロスト 牡7芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 B496＋ 81：48．3クビ 57．0
11 ブラックスピネル 牡5黒鹿56 石川裕紀人 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 21：48．72	 48．0�
612 マイネルミラノ 牡8栗 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B492－ 61：49．23 58．1�
59 スマートオーディン 牡5黒鹿56 武 豊大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 494＋14 〃 クビ 16．8�
24 トーセンマタコイヤ 牡7青鹿56 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478± 01：49．3	 47．3�
510 ダイワキャグニー 牡4黒鹿56 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500＋ 21：49．4クビ 2．8�
713 アデイインザライフ 牡7鹿 56 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 550± 01：50．35 20．0�
611 シャイニープリンス 牡8青鹿56 勝浦 正樹小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 490－121：52．8大差 260．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 251，280，100円 複勝： 330，338，000円 枠連： 171，002，100円 馬連： 894，250，300円 馬単： 346，609，700円
ワイド： 414，814，500円 3連複： 1，327，705，600円 3連単： 2，025，688，000円 5重勝： 602，988，200円 計： 6，364，676，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 240円 � 250円 枠 連（3－8） 1，030円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 870円 �� 850円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 6，380円 3 連 単 ��� 28，020円

5 重 勝
対象競走：東京9R／阪神10R／東京10R／阪神11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 1，209，430円

票 数

単勝票数 計2512801 的中 � 354334（2番人気）
複勝票数 計3303380 的中 � 468837（2番人気）� 349285（4番人気）� 326797（5番人気）
枠連票数 計1710021 的中 （3－8） 128324（4番人気）
馬連票数 計8942503 的中 �� 309315（8番人気）
馬単票数 計3466097 的中 �� 67860（13番人気）
ワイド票数 計4148145 的中 �� 124060（8番人気）�� 127256（7番人気）�� 83407（13番人気）
3連複票数 計13277056 的中 ��� 156005（17番人気）
3連単票数 計20256880 的中 ��� 52396（73番人気）
5重勝票数 計6029882 的中 ����� 349

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―35．4―47．7―59．6―1：11．5―1：23．1―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノアーサー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．1生 牡4青鹿 母 キングスローズ 母母 Nureyev’s Girl 11戦4勝 賞金 139，581，000円

15048 6月10日 雨 重 （30東京3）第4日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

24 ア ル ク ト ス 牡3鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 534－ 21：36．6 3．3�
12 ゴールドブラッド 牡4栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 492－ 21：37．23� 2．3�
59 マサキノテソーロ 牡4栗 57

56 ☆木幡 初也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新冠 山岡牧場 514± 01：37．3� 10．1�

36 � オ ヒ ナ サ マ 牝4栗 55 石川裕紀人 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 482＋101：37．83 48．3�
815 ボ ー シ エ ル 牡5黒鹿 57

56 ☆井上 敏樹 �社台レースホース林 徹 安平 追分ファーム B516－ 61：37．9クビ 102．1	
11 � アンリキャトル 	7黒鹿57 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 ハナ 32．9

714� ダッシングブルー 牡6黒鹿57 伴 啓太 �YGGホースクラブ 蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B518－ 21：38．0� 114．8�
612� ブライトサーベル 牡4鹿 57

55 △武藤 雅島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 484－ 81：38．1クビ 75．0

35 テンノサクラコ 牝5黒鹿55 横山 和生天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 464－ 61：38．2� 93．9�
816 アイヅヒリュウ 牡4鹿 57 戸崎 圭太真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 B502＋ 61：38．3� 4．9�
611 カ ナ メ 牡3青鹿54 北村 宏司玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 530－ 6 〃 ハナ 13．1�
510 ジャストヒーロー 牡4黒鹿57 三浦 皇成密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B464＋ 6 〃 ハナ 51．0�
23 サーストンウィナー 	4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也齊藤 宣勝氏 石毛 善彦 浦河 高岸 順一 466＋ 41：38．61� 213．1�
47 � コウエイバラノマチ 牡4鹿 57

55 △菊沢 一樹佐野 信幸氏 中舘 英二 新ひだか 金舛 幸夫 490± 01：38．92 49．2�
48 
 ナツミプレジール 牝3鹿 52 松岡 正海森近 隆幸氏 米田 英世 浦河 三好牧場 468± 01：39．53� 86．8�

（大井）

713� サクラエテルノ 	4鹿 57 丸山 元気�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 526－101：44．1大差 82．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 96，088，600円 複勝： 102，601，000円 枠連： 56，105，300円
馬連： 225，173，000円 馬単： 109，953，900円 ワイド： 130，299，500円
3連複： 316，914，600円 3連単： 523，460，100円 計： 1，560，596，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 120円 � 190円 枠 連（1－2） 370円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 210円 �� 570円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 960886 的中 � 226937（2番人気）
複勝票数 計1026010 的中 � 204924（2番人気）� 263915（1番人気）� 106418（4番人気）
枠連票数 計 561053 的中 （1－2） 116682（1番人気）
馬連票数 計2251730 的中 �� 450397（1番人気）
馬単票数 計1099539 的中 �� 105281（2番人気）
ワイド票数 計1302995 的中 �� 188647（1番人気）�� 51883（5番人気）�� 67614（4番人気）
3連複票数 計3169146 的中 ��� 185348（2番人気）
3連単票数 計5234601 的中 ��� 90376（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．9―12．6―12．6―12．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．0―34．9―47．5―1：00．1―1：12．3―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ク ト ス �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．14 東京2着

2015．5．2生 牡3鹿 母 ホシニイノリヲ 母母 コンキスタドレス 5戦2勝 賞金 15，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラエテルノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月10日まで平地競

走に出走できない。

５レース目



（30東京3）第4日 6月10日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

244，420，000円
16，460，000円
1，600，000円
29，090，000円
74，960，000円
5，082，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
783，152，900円
1，075，254，500円
448，959，700円
2，076，802，300円
922，337，700円
1，160，115，200円
2，913，784，500円
4，426，414，200円
602，988，200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
5 重 勝
計 14，409，809，200円

総入場人員 24，435名 （有料入場人員 22，832名）
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