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15085 6月23日 曇 重 （1東京3） 第8日 第1競走 ��1，600�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

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

24 オーバーディリバー 牡3黒鹿56 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 486＋121：37．5 5．7�
816 シゲルグリンダイヤ 牡3鹿 56 戸崎 圭太森中 蕃氏 中野 栄治 安平 追分ファーム 470＋ 21：38．24 1．8�
23 ノ ブ ベ ッ ク 牡3青鹿56 田中 勝春前田 亘輝氏 畠山 吉宏 浦河 高村牧場 492＋ 41：38．3クビ 9．7�
36 ゴ ー 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 496± 01：38．51� 17．4�
611 コパノジョウオー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 476－11 〃 アタマ 9．8�
612 ゼヒニオヨバズ 牡3黒鹿56 江田 照男サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 B520＋ 4 〃 クビ 11．2�
48 ダイレクトフライト 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大	G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 41：39．13� 138．4


510 モリトシュン 牡3青鹿56 内田 博幸石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B478－ 21：39．41� 32．9�
35 トーセンアトランタ 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 小野 次郎 浦河 大島牧場 474＋ 41：40．14 10．2
12 クリアスカイライン 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也	G1レーシング 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 434＋101：40．41� 115．3�
47 コヨキチボンバー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也折井 祐介氏 杉浦 宏昭 新冠 ハシモトフアーム 530＋141：40．72 319．4�
815 アイルビーザスター 牡3栗 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B478＋ 21：40．91 42．2�
59 ゲハイムローゼ 牝3鹿 54 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 41：41．0� 93．1�
714 サクラトップダンク 牡3栗 56 嘉藤 貴行	トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 504 ―1：41．42� 164．6�
11 ド ナ ホ ー ク 牝3青鹿54 国分 恭介山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 484－141：41．71� 194．2�
713 ブラーミスト 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 426＋101：43．08 347．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，955，700円 複勝： 46，962，700円 枠連： 14，952，600円
馬連： 56，405，100円 馬単： 28，865，200円 ワイド： 39，726，100円
3連複： 83，545，600円 3連単： 102，218，700円 計： 399，631，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 110円 � 240円 枠 連（2－8） 410円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 290円 �� 930円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 8，630円

票 数

単勝票数 計 269557 的中 � 37656（2番人気）
複勝票数 計 469627 的中 � 51160（2番人気）� 202295（1番人気）� 29735（5番人気）
枠連票数 計 149526 的中 （2－8） 28033（1番人気）
馬連票数 計 564051 的中 �� 60051（1番人気）
馬単票数 計 288652 的中 �� 13504（6番人気）
ワイド票数 計 397261 的中 �� 38237（1番人気）�� 9805（11番人気）�� 25628（4番人気）
3連複票数 計 835456 的中 ��� 38170（1番人気）
3連単票数 計1022187 的中 ��� 8580（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―48．1―1：00．9―1：13．5―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーバーディリバー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．14 東京5着

2016．4．5生 牡3黒鹿 母 ウインクリアビュー 母母 エシュクアルバー 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラーミスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月23日まで平地競走に

出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 クリアスカイライン号・ゲハイムローゼ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月23日まで

平地競走に出走できない。

15086 6月23日 曇 重 （1東京3） 第8日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

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
1：20．3

重
不良

23 ジョイナイト 牡3鹿 56 田辺 裕信西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 502＋ 21：25．3 2．8�
713 ノワールムーティエ 牡3青鹿56 内田 博幸吉田 和美氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 504－ 21：25．4� 4．6�
59 メ ン デ ィ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 492＋ 41：25．5クビ 2．7�
611 ローレルジェイド 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 B500＋ 41：25．71� 36．1�
815 カシノブレンド �3芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 438－ 41：25．8� 21．8�
48 アイアンゾーン 牝3芦 54 柴田 大知池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 438± 0 〃 クビ 103．1	
36 グレートイソエイ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士磯部 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 静内酒井牧場 464＋141：26．65 75．4

11 メルキュール 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 61：26．7� 7．8�
612 タイムファクター 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大高橋 文男氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 484－ 2 〃 アタマ 199．1
714 ア ニ マ ー ト �3黒鹿 56

54 △野中悠太郎ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B510－ 21：27．01� 18．1�

47 ハルノツカイ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 448－ 61：28．06 212．1�

24 シャドーバンキング 牡3鹿 56 田中 勝春田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 510－ 8 〃 クビ 173．4�
816 ファーマパール 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也中西 功氏 尾形 和幸 浦河 グランデファーム 420＋ 21：28．42� 197．4�
12 ガ ン チ ャ ン 牝3鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 萱野 浩二 新ひだか 北洋牧場 384－261：32．0大差 248．3�
510 アメリアヴォーグ 牝3黒鹿54 菅原 隆一志村 幸彦氏 小野 次郎 愛 Godolphin 462± 01：32．1クビ 371．0�
35 ヤマニンマニューバ 牡3黒鹿56 井上 敏樹土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 B444 ―1：39．6大差 166．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，059，400円 複勝： 41，373，800円 枠連： 12，886，900円
馬連： 63，564，900円 馬単： 32，241，300円 ワイド： 38，477，700円
3連複： 82，064，500円 3連単： 113，126，300円 計： 411，794，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（2－7） 630円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 270円 �� 160円 �� 240円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 2，980円

票 数

単勝票数 計 280594 的中 � 79957（2番人気）
複勝票数 計 413738 的中 � 87705（2番人気）� 66868（3番人気）� 135213（1番人気）
枠連票数 計 128869 的中 （2－7） 15624（3番人気）
馬連票数 計 635649 的中 �� 63032（3番人気）
馬単票数 計 322413 的中 �� 17075（5番人気）
ワイド票数 計 384777 的中 �� 31159（3番人気）�� 72202（1番人気）�� 37724（2番人気）
3連複票数 計 820645 的中 ��� 139359（1番人気）
3連単票数 計1131263 的中 ��� 27441（7番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョイナイト �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Hold That Tiger デビュー 2018．12．9 中山5着

2016．5．9生 牡3鹿 母 ピサノプリヴェ 母母 ギネビアケイ 9戦1勝 賞金 12，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガンチャン号・ヤマニンマニューバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

7月23日まで平地競走に出走できない。
アメリアヴォーグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月23日まで平地
競走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ハルノツカイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月23日まで平地競走に出走できな
い。

※タイムファクター号・ハルノツカイ号は，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23日 曇 重 （1東京3） 第8日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時55分 （芝・左）

牝；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
1：44．2
1：43．9

良
良

36 サトノダムゼル 牝3鹿 54 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 454 ―1：47．8 3．5�
612 ビジュティエ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 404 ―1：47．9� 53．9�
35 パ ロ ネ ラ 牝3鹿 54 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 B478＋ 41：48．0� 3．5�
23 アイドルズアイ 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士榊原源一郎氏 松永 康利 新冠 オリエント牧場 432－141：48．32 226．0�
611 メ イ オ ー ル 牝3鹿 54 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 450± 0 〃 ハナ 2．7	
24 オーキッドテソーロ 牝3鹿 54 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 矢野牧場 420＋121：48．4クビ 28．5

47 カ ラ ミ ン サ 牝3黒鹿54 国分 恭介吉田 和美氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 ハナ 20．1�
510 ショウナンハルラ 牝3鹿 54 松若 風馬国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 森永 聡 416－ 2 〃 クビ 30．0�
714 ボニーソックス 牝3黒鹿54 津村 明秀落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 440± 01：48．5� 22．7
815 マヤノハルモニア 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也田所 英子氏 尾形 和幸 日高 天羽牧場 432＋ 21：48．7� 33．5�
12 ダイワエターナル 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 クビ 25．2�
59 オルピメント 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 412－101：48．8� 67．5�
713 レジーナスミス 牝3鹿 54 江田 照男永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 坂本 春雄 452－141：49．22 167．2�
11 ハートハーツ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子廣崎利洋HD� 田村 康仁 平取 清水牧場 404－ 1 〃 ハナ 76．0�
48 シゲルカイヤナイト 牝3鹿 54 中井 裕二森中 蕃氏 中野 栄治 日高 本間牧場 412＋ 61：50．26 253．1�
816 ノアクリスティン 牝3鹿 54 内田 博幸佐山 公男氏 古賀 史生 平取 びらとり牧場 474－ 21：50．4� 28．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，540，500円 複勝： 42，608，800円 枠連： 18，596，000円
馬連： 66，937，900円 馬単： 31，983，000円 ワイド： 49，032，100円
3連複： 92，219，900円 3連単： 111，783，300円 計： 448，701，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 190円 � 1，080円 � 170円 枠 連（3－6） 270円

馬 連 �� 6，810円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 2，660円 �� 370円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 49，470円

票 数

単勝票数 計 355405 的中 � 80312（2番人気）
複勝票数 計 426088 的中 � 63063（3番人気）� 7387（12番人気）� 77306（2番人気）
枠連票数 計 185960 的中 （3－6） 52014（1番人気）
馬連票数 計 669379 的中 �� 7609（24番人気）
馬単票数 計 319830 的中 �� 2743（32番人気）
ワイド票数 計 490321 的中 �� 4430（26番人気）�� 38615（3番人気）�� 4110（28番人気）
3連複票数 計 922199 的中 ��� 8191（25番人気）
3連単票数 計1117833 的中 ��� 1638（135番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―12．0―12．3―12．6―11．7―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―34．7―46．7―59．0―1：11．6―1：23．3―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

サトノダムゼル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango 初出走

2016．4．6生 牝3鹿 母 ダ リ シ ア 母母 Dynamis 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 シゲルカイヤナイト号・レジーナスミス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月23日まで

平地競走に出走できない。

15088 6月23日 曇 重 （1東京3） 第8日 第4競走 ��
��2，400�3歳未勝利

発走11時25分 （芝・左）
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
2：20．6
2：20．6

良
良

23 グレイジャックマン 牡3芦 56 石橋 脩千明牧場 尾関 知人 新ひだか 藤沢牧場 484－ 62：28．6 14．2�
713 ラヴィアンレーヴ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 440± 02：28．7� 3．3�
46 ピエタフィリアーレ 牡3栗 56

54 △野中悠太郎佐伯 太朗氏 菊川 正達 新冠 長浜 秀昭 470＋ 42：28．8クビ 31．5�
59 シュテルンシチー 牡3栗 56 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 444± 02：29．43� 7．0�
814 デュアライズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 446＋ 42：29．82� 2．9	
11 ブラックハーデス 牡3青 56

55 ☆木幡 巧也 Him Rock Racing
ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 432－ 62：30．01	 5．7

611 ミサトテスコ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士戸部 政彦氏 小桧山 悟 新ひだか 木村 秀則 430－ 4 〃 クビ 585．7�
35 ロ ネ ガ ン 牡3黒鹿56 内田 博幸田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 510± 02：30．1� 17．8�
22 プリマコロン 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 476± 02：31．05 163．7
815 ブラザーサン 牡3栗 56 伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 402± 02：31．21� 163．7�
34 ネクストスクワッド 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子平田 修氏 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 B428± 02：31．3� 129．3�
712 クライストチャーチ 牡3鹿 56 松若 風馬 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 506＋16 〃 クビ 130．5�
610 タイキウォレス 牡3芦 56 蛯名 正義�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 468＋ 22：31．4� 18．0�
58 クルミネイト 牝3鹿 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B446 ―2：31．61 28．7�
47 ジェイケイブラック 牡3青鹿56 田中 勝春小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 482－ 42：32．13 47．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，344，100円 複勝： 52，822，900円 枠連： 14，702，100円
馬連： 74，866，800円 馬単： 35，915，900円 ワイド： 54，727，100円
3連複： 101，549，900円 3連単： 122，585，200円 計： 500，514，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 350円 � 160円 � 520円 枠 連（2－7） 1，920円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，920円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 13，220円 3 連 単 ��� 82，440円

票 数

単勝票数 計 433441 的中 � 24404（5番人気）
複勝票数 計 528229 的中 � 34494（6番人気）� 110182（1番人気）� 21590（8番人気）
枠連票数 計 147021 的中 （2－7） 5932（7番人気）
馬連票数 計 748668 的中 �� 30558（7番人気）
馬単票数 計 359159 的中 �� 4858（20番人気）
ワイド票数 計 547271 的中 �� 17046（7番人気）�� 4694（34番人気）�� 8251（19番人気）
3連複票数 計1015499 的中 ��� 5759（47番人気）
3連単票数 計1225852 的中 ��� 1078（249番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．4―13．4―12．9―12．8―12．5―12．4―12．0―11．2―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�
13．0―24．5―37．9―51．3―1：04．2―1：17．0―1：29．5―1：41．9―1：53．9―2：05．1―2：16．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレイジャックマン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Lost Soldier デビュー 2018．9．23 中山5着

2016．3．25生 牡3芦 母 シークレットコサージュ 母母 Slew’s Corsage 4戦1勝 賞金 9，000，000円



15089 6月23日 曇 重 （1東京3） 第8日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時15分 （芝・左）
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

23 サ ナ チ ャ ン 牝2青鹿54 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 432 ―1：36．6 80．6�
815 ウイングレイテスト 牡2栗 54 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 472 ―1：36．7� 3．0�
612 クローストゥミー 牡2鹿 54 内田 博幸保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492 ―1：37．33� 9．5�
816� オーロラテソーロ 牡2栗 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 482 ― 〃 アタマ 24．5�

12 レインカルナティオ 牡2鹿 54 田辺 裕信 	サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 496 ―1：37．51 4．3

59 ニシノカリウド 牡2鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 480 ― 〃 ハナ 3．9�
11 クルワールデジール 牝2鹿 54 柴田 大知鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか ヒサイファーム 454 ―1：37．71	 129．8�
35 クラウンデフィート 牡2青 54

52 △野中悠太郎�クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 486 ― 〃 クビ 125．9
510 ヒナノコバン 牡2鹿 54 柴田 善臣日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 446 ― 〃 アタマ 23．4�
36 ベアジェット 牡2栗 54

51 ▲木幡 育也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本 昌市 462 ―1：37．91	 77．5�
24 � レイクマッジョーレ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也ゴドルフィン 土田 稔 愛 Lismacue Mare
Syndicate 464 ―1：38．11	 38．7�

713 ネオストーリー 牡2青鹿54 松若 風馬藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 436 ―1：38．31� 29．5�
611 ベストユエンモン 牡2鹿 54 蛯名 正義花野 友象氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 464 ―1：38．61
 109．1�
48 ラヴアンドゲーム 牝2鹿 54 石橋 脩 	社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 430 ―1：39．23� 15．3�
47 ユ ラ 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士宮崎 金造氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 452 ―1：40．05 116．9�
714 デルマプラチナ 牡2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 田中 剛 日高 ファニーヒルファーム 488 ―1：40．1� 182．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，530，300円 複勝： 41，400，900円 枠連： 16，010，500円
馬連： 64，370，100円 馬単： 31，989，800円 ワイド： 43，244，300円
3連複： 82，885，500円 3連単： 101，303，600円 計： 423，735，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，060円 複 勝 � 1，530円 � 160円 � 240円 枠 連（2－8） 2，990円

馬 連 �� 14，220円 馬 単 �� 52，610円

ワ イ ド �� 4，580円 �� 9，740円 �� 700円

3 連 複 ��� 38，060円 3 連 単 ��� 492，920円

票 数

単勝票数 計 425303 的中 � 4480（11番人気）
複勝票数 計 414009 的中 � 5079（12番人気）� 86711（1番人気）� 44296（4番人気）
枠連票数 計 160105 的中 （2－8） 4142（14番人気）
馬連票数 計 643701 的中 �� 3507（32番人気）
馬単票数 計 319898 的中 �� 456（98番人気）
ワイド票数 計 432443 的中 �� 2363（40番人気）�� 1101（61番人気）�� 17092（6番人気）
3連複票数 計 828855 的中 ��� 1633（93番人気）
3連単票数 計1013036 的中 ��� 149（796番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．1―12．4―12．5―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．4―48．8―1：01．3―1：13．0―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ナ チ ャ ン �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2017．2．7生 牝2青鹿 母 ヒ シ パ ー ル 母母 ユーコーバンベール 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ミモザゴール号・ヨネンサンクミ号・リングアベル号

15090 6月23日 曇 重 （1東京3） 第8日 第6競走 ��2，100�3歳未勝利
発走12時45分 （ダート・左）

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

33 ボヘミアラプソディ 牡3鹿 56 戸崎 圭太平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476－ 22：12．4 7．3�
11 ワンダーコノシュア 牡3黒鹿56 内田 博幸山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 490＋ 22：13．03� 3．3�
67 レッドグラティアス 牡3黒鹿56 石橋 脩 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 540－ 2 〃 ハナ 4．2�
811 トランスポーター 牡3芦 56 田辺 裕信安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 488＋142：13．63� 6．1�
78 ア ケ ル 牡3黒鹿 56

54 △野中悠太郎西森 鶴氏 清水 英克 新ひだか 藤川フアーム 458± 02：14．55 10．4�
810 リンガスビャクヤ 牡3芦 56 大野 拓弥伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 498－ 22：14．82 5．2	
44 バンプファイア 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子村上 憲政氏 高柳 大輔 安平 �橋本牧場 494＋ 22：15．43� 12．3

55 ド ラ ー ド 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹節 英司氏 南田美知雄 新冠 高瀬牧場 512＋ 42：15．5� 93．9�
66 ハーモニーロータス 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 日高 川端 正博 472－ 42：15．71� 153．1�
79 ポインデクスター 牡3青鹿56 中井 裕二協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 474－142：17．6大差 47．1�
22 サバイバルルージュ 牝3鹿 54 柴田 大知福田 光博氏 和田 雄二 浦河 有限会社

松田牧場 482－ 62：19．9大差 111．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，651，800円 複勝： 46，343，300円 枠連： 14，387，600円
馬連： 68，548，400円 馬単： 32，794，400円 ワイド： 44，207，100円
3連複： 82，344，900円 3連単： 117，289，400円 計： 440，566，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 180円 � 140円 � 160円 枠 連（1－3） 1，500円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 450円 �� 510円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 14，380円

票 数

単勝票数 計 346518 的中 � 37585（5番人気）
複勝票数 計 463433 的中 � 62204（4番人気）� 90385（1番人気）� 73938（3番人気）
枠連票数 計 143876 的中 （1－3） 7401（8番人気）
馬連票数 計 685484 的中 �� 39407（5番人気）
馬単票数 計 327944 的中 �� 8300（15番人気）
ワイド票数 計 442071 的中 �� 24729（5番人気）�� 21462（7番人気）�� 33840（2番人気）
3連複票数 計 823449 的中 ��� 33558（3番人気）
3連単票数 計1172894 的中 ��� 5911（61番人気）

ハロンタイム 7．2―11．6―12．8―12．7―13．0―12．8―12．9―12．7―12．1―12．4―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．8―31．6―44．3―57．3―1：10．1―1：23．0―1：35．7―1：47．8―2：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．7
1
3
・（8，11）（6，10）（4，5）（9，7）1－2－3
8，11，10（4，5，7）（1，6）－（2，3，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ボヘミアラプソディ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．6．24 函館6着

2016．3．21生 牡3鹿 母 レディサマンサ 母母 ダッシングハニー 15戦1勝 賞金 12，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サバイバルルージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月23日まで平

地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 サバイバルルージュ号・ハーモニーロータス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月

23日まで平地競走に出走できない。



15091 6月23日 曇 稍重 （1東京3） 第8日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・左）（500万円以下）

牝；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
1：44．2
1：43．9

良
良

36 アップライトスピン 牝3黒鹿52 大野 拓弥 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 21：47．9 3．8�

23 ミリオンドリームズ 牝3鹿 52
49 ▲木幡 育也飯田 正剛氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 520＋101：48．21� 4．4�

59 ジーナスイート 牝4芦 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 440－121：48．3� 5．8�
47 リ ゼ ブ ル ー 牝3芦 52

51 ☆木幡 巧也飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 482＋ 4 〃 クビ 38．0�
12 フォークテイル 牝3鹿 52 津村 明秀 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 438－ 21：48．4クビ 4．8�
612 エンドーツダ 牝3鹿 52 岩部 純二望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 444＋ 4 〃 クビ 19．4	
714 ウィナーポイント 牝4黒鹿 55

53 △野中悠太郎岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 424＋261：48．5クビ 63．6

510 ミ チ ビ キ 牝3黒鹿52 柴田 大知 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 41：48．71� 18．8�
48 シーオブザムーン 牝3青鹿 52

49 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 458± 01：48．91� 40．7
815 エ レ ベ ル 牝3鹿 52 松岡 正海吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 410＋ 21：49．32� 11．5�
35 レーヴドカナロア 牝3鹿 52

49 ▲山田 敬士 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 438＋ 6 〃 クビ 27．3�
611	 クィーンビー 牝6鹿 55

54 ☆菊沢 一樹�和田牧場 田中 清隆 新冠 対馬 正 484＋ 81：49．4クビ 179．8�
11 ムーンザムーン 牝5鹿 55 石橋 脩林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 ハナ 18．0�
24 	 シルヴェーヌ 牝4鹿 55 内田 博幸西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 452－ 41：49．82� 146．4�
713 サツキユニヴァース 牝5栗 55

52 ▲小林 凌大小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 田中 裕之 462± 01：50．75 44．4�
816 サンマルミヤビ 牝4青鹿55 江田 照男相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 432＋161：51．02 279．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，697，100円 複勝： 64，807，100円 枠連： 22，497，800円
馬連： 102，637，300円 馬単： 39，801，300円 ワイド： 66，640，700円
3連複： 132，654，000円 3連単： 145，691，900円 計： 619，427，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 170円 � 190円 枠 連（2－3） 910円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 430円 �� 620円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 11，590円

票 数

単勝票数 計 446971 的中 � 93180（1番人気）
複勝票数 計 648071 的中 � 115517（1番人気）� 102374（2番人気）� 78797（4番人気）
枠連票数 計 224978 的中 （2－3） 18952（2番人気）
馬連票数 計1026373 的中 �� 83123（2番人気）
馬単票数 計 398013 的中 �� 15541（3番人気）
ワイド票数 計 666407 的中 �� 40961（2番人気）�� 26958（4番人気）�� 24176（6番人気）
3連複票数 計1326540 的中 ��� 38596（4番人気）
3連単票数 計1456919 的中 ��� 9108（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．3―12．2―12．6―12．6―11．4―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．5―48．7―1：01．3―1：13．9―1：25．3―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

アップライトスピン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2018．11．18 東京1着

2016．5．6生 牝3黒鹿 母 オリジナルスピンⅡ 母母 We Love Granny 3戦2勝 賞金 16，000，000円
〔発走状況〕 サツキユニヴァース号は，発進不良〔あおる〕。

15092 6月23日 曇 稍重 （1東京3） 第8日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
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
1：56．1
1：56．1

良
良

811 カーロバンビーナ 牝4鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 402＋ 22：00．1 5．7�
810� スプリングボックス 牡5黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 486－ 62：00．31� 68．0�
33 ツクバソヴァール 牡3黒鹿54 松岡 正海細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 B470＋102：00．51 12．2�
11 インペリアルフィズ 牡5栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B476＋122：00．6� 59．7�
78 グルファクシー 牝3栗 52 津村 明秀	G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 02：00．81� 2．8

55 ラ イ ル 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492± 02：01．01� 2．2�
67 サマーセント 牝3黒鹿52 蛯名 正義ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450± 0 〃 クビ 20．5�
79 エターナルヴィテス 牡3鹿 54 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 468－ 22：01．85 17．5
22 マ ク ル ー バ 牝4芦 55 松若 風馬畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 B468± 02：02．33 125．3�
44 ビレッジキング 	4黒鹿57 内田 博幸村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 B444± 02：02．61
 203．7�
66 イイコトズクシ 牡4鹿 57

55 △野中悠太郎小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 B500＋ 82：03．45 21．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 49，754，200円 複勝： 47，631，100円 枠連： 17，453，500円
馬連： 91，058，400円 馬単： 48，763，300円 ワイド： 52，558，200円
3連複： 107，888，900円 3連単： 197，305，100円 計： 612，412，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 1，070円 � 260円 枠 連（8－8） 19，630円

馬 連 �� 30，060円 馬 単 �� 44，810円

ワ イ ド �� 5，650円 �� 740円 �� 8，470円

3 連 複 ��� 58，970円 3 連 単 ��� 440，140円

票 数

単勝票数 計 497542 的中 � 69252（3番人気）
複勝票数 計 476311 的中 � 73178（3番人気）� 9216（9番人気）� 48530（4番人気）
枠連票数 計 174535 的中 （8－8） 689（23番人気）
馬連票数 計 910584 的中 �� 2347（33番人気）
馬単票数 計 487633 的中 �� 816（58番人気）
ワイド票数 計 525582 的中 �� 2328（31番人気）�� 19334（8番人気）�� 1545（37番人気）
3連複票数 計1078889 的中 ��� 1372（74番人気）
3連単票数 計1973051 的中 ��� 325（442番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―35．4―47．1―59．1―1：11．5―1：23．9―1：35．7―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

カーロバンビーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2017．10．28 東京5着

2015．1．30生 牝4鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 14戦2勝 賞金 26，750，000円



15093 6月23日 曇 重 （1東京3） 第8日 第9競走 ��
��1，400�

き よ さ と

清 里 特 別
発走14時15分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 サトノギャロス 牡3鹿 54 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 522＋ 21：23．0 2．1�
713 エピックアン 牡4芦 57 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B502－ 21：23．1� 10．5�
35 	 デンバーテソーロ 牝3栗 52 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &
Patricia Fairbairn 460＋121：23．2
 31．4�

48 トラストロン 牝4黒鹿55 藤田菜七子菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 456＋ 41：23．62
 63．6�
24 � ヒルノサルバドール 牡6栗 57 田中 勝春�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 460＋ 2 〃 ハナ 8．4�
23 ミ ス パ イ ロ 牝5黒鹿55 松岡 正海村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 482－ 4 〃 クビ 14．1	
612 ニシノコトダマ 牡3栗 54 嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 514＋101：23．7クビ 43．5

510� ミフトゥーロ 牝4鹿 55 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 470＋ 2 〃 アタマ 150．1�
714 アルーアキャロル �6栗 57 津村 明秀 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：23．91 8．7
611 サンライズフルメン 牡4栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 498－ 2 〃 クビ 62．5�
59 エングローサー 牡4鹿 57 戸崎 圭太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 506＋ 81：24．21
 4．7�
12 コスモビスティー 牡4鹿 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 482＋ 81：24．62
 61．0�
36 ケイアイビリジアン 牡3栗 54 大野 拓弥亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 506± 0 〃 クビ 22．1�
815 アオイサンシャイン 牝6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 526± 0 〃 ハナ 118．9�
11 トークフレンドリー 牡4芦 57 中井 裕二吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 486± 01：25．13 76．6�
47 � ブ リ ク ス ト 牡7黒鹿57 菊沢 一樹西岡 透氏 浅野洋一郎 安平 ノーザンファーム 484－181：25．52
 166．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，274，400円 複勝： 89，173，400円 枠連： 38，713，100円
馬連： 157，209，100円 馬単： 62，636，500円 ワイド： 97，750，500円
3連複： 207，562，500円 3連単： 247，044，700円 計： 962，364，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 290円 � 570円 枠 連（7－8） 640円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，600円 �� 5，500円

3 連 複 ��� 17，950円 3 連 単 ��� 45，940円

票 数

単勝票数 計 622744 的中 � 228581（1番人気）
複勝票数 計 891734 的中 � 229841（1番人気）� 68968（5番人気）� 30177（8番人気）
枠連票数 計 387131 的中 （7－8） 46536（2番人気）
馬連票数 計1572091 的中 �� 96627（4番人気）
馬単票数 計 626365 的中 �� 31628（4番人気）
ワイド票数 計 977505 的中 �� 50514（3番人気）�� 15296（17番人気）�� 4319（48番人気）
3連複票数 計2075625 的中 ��� 8669（50番人気）
3連単票数 計2470447 的中 ��� 3898（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―34．9―46．7―58．6―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノギャロス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．5 京都2着

2016．4．13生 牡3鹿 母 シ ャ ラ ポ ワ 母母 ウインブルドンⅡ 4戦3勝 賞金 30，006，000円
〔発走状況〕 エングローサー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 エングローサー号は，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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 オールウェイズゼア号・カレイドスコープ号・クリノレオノール号・サンビショップ号・シゲルゴホウサイ号・

タイセイマルス号・デピュティプライム号・ニシノジャガーズ号・フクノグリュック号・ペイシャエヴァー号・
メイショウアテン号・メイショウラビエ号・ライトオブピース号・ローレルジャック号

15094 6月23日 曇 重 （1東京3） 第8日 第10競走 ��
��1，600�

げ し

夏至ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．6．23以降1．6．16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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

46 � スウィングビート 牡4鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 492± 01：35．0 2．4�
712 グローリーグローリ 牡4黒鹿54 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 494－ 21：35．42� 5．6�
57 バ レ ッ テ ィ 	5鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 506＋ 41：35．5クビ 15．8�
813 ビックリシタナモー 牡5黒鹿54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 508＋ 61：35．71
 21．3�
610 アポロユッキー 牝5鹿 51 藤田菜七子アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 渋谷 一郎 532＋ 21：36．02 44．2�
58 ブライトンロック 牡5黒鹿56 大野 拓弥坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 4 〃 ハナ 26．4	
69 ネ コ ワ シ 牡4鹿 54 武士沢友治節 英司氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 516± 01：36．1� 59．2

33 メイショウラケーテ 牡5黒鹿55 津村 明秀松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 458－ 61：36．2� 6．7�
34 マルカソレイユ 牝5栗 53 戸崎 圭太日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 476－ 21：36．3� 11．9
711 ラ レ ー タ 牡5栗 55 内田 博幸�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 21：36．72� 8．3�
45 テイエムディラン 牡4黒鹿54 柴田 大知竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 478＋ 8 〃 クビ 85．9�
11 ベルエスメラルダ 牝5黒鹿51 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B432－ 21：36．8� 64．8�
814� サザンヴィグラス 牡4鹿 55 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 494＋ 41：36．9� 10．0�
22 クラウンシャイン 牡7栗 55 松岡 正海�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 480＋ 21：38．510 219．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，759，900円 複勝： 84，051，400円 枠連： 38，574，000円
馬連： 169，198，200円 馬単： 69，109，700円 ワイド： 94，195，900円
3連複： 226，997，000円 3連単： 301，959，100円 計： 1，040，845，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 180円 � 330円 枠 連（4－7） 440円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 320円 �� 560円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 11，700円

票 数

単勝票数 計 567599 的中 � 182514（1番人気）
複勝票数 計 840514 的中 � 229509（1番人気）� 112153（2番人気）� 47104（7番人気）
枠連票数 計 385740 的中 （4－7） 67850（1番人気）
馬連票数 計1691982 的中 �� 175097（1番人気）
馬単票数 計 691097 的中 �� 40711（1番人気）
ワイド票数 計 941959 的中 �� 82308（1番人気）�� 42367（5番人気）�� 16584（17番人気）
3連複票数 計2269970 的中 ��� 56342（10番人気）
3連単票数 計3019591 的中 ��� 18698（24番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スウィングビート �
�
父 Tapit �

�
母父 El Corredor デビュー 2017．11．11 東京1着

2015．4．22生 牡4鹿 母 Backseat Rhythm 母母 Kiss a Miss 13戦4勝 賞金 72，510，000円

１レース目



15095 6月23日 曇 稍重 （1東京3） 第8日 第11競走 ��
��1，400�ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス（Ｌ）

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，30．6．23以降1．6．16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

ウッドバイン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

56 ショウナンライズ 牡6栗 54 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 462－ 61：21．3 10．1�
44 ツーエムマイスター 牡7黒鹿52 野中悠太郎水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 460± 0 〃 クビ 23．3�
710 キョウワゼノビア 牝6黒鹿52 中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 490＋ 81：21．51� 12．1�
33 ストーミーシー 牡6栗 54 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 534＋ 2 〃 クビ 6．6�
69 トミケンキルカス 牡7栗 54 柴田 大知冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 B518＋ 21：21．6� 9．7�
57 リバティハイツ 牝4鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 460＋ 21：21．7	 3．3	
813 キャプテンペリー 
6栗 55 柴田 善臣千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 496－121：21．8	 22．5

45 � リョーノテソーロ 牡4鹿 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC B504－ 8 〃 クビ 12．9�

812 ロワアブソリュー 牡6鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B510－ 41：22．01� 6．6
11 テトラドラクマ 牝4鹿 54 津村 明秀吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 466－ 8 〃 クビ 6．4�
68 コウエイタケル 牡8鹿 54 松若 風馬伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 496－ 61：22．1	 61．8�
711� シベリアンスパーブ 牡10鹿 52 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 504－ 41：22．31	 155．7�
22 トウショウドラフタ 牡6栗 55 田中 勝春トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478－141：22．4	 34．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 74，345，400円 複勝： 88，317，600円 枠連： 54，184，500円
馬連： 285，511，500円 馬単： 106，608，200円 ワイド： 128，941，500円
3連複： 401，359，100円 3連単： 546，481，000円 計： 1，685，748，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 380円 � 740円 � 320円 枠 連（4－5） 1，560円

馬 連 �� 9，690円 馬 単 �� 18，200円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 1，910円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 34，150円 3 連 単 ��� 203，170円

票 数

単勝票数 計 743454 的中 � 58764（6番人気）
複勝票数 計 883176 的中 � 61589（7番人気）� 28569（10番人気）� 78847（5番人気）
枠連票数 計 541845 的中 （4－5） 26856（7番人気）
馬連票数 計2855115 的中 �� 22828（38番人気）
馬単票数 計1066082 的中 �� 4391（77番人気）
ワイド票数 計1289415 的中 �� 11721（38番人気）�� 17549（28番人気）�� 9271（45番人気）
3連複票数 計4013591 的中 ��� 8813（117番人気）
3連単票数 計5464810 的中 ��� 1950（676番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．8―11．6―11．1―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．8―47．4―58．5―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンライズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rahy デビュー 2015．8．1 新潟2着

2013．4．14生 牡6栗 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif 27戦6勝 賞金 133，043，000円

15096 6月23日 曇 重 （1東京3） 第8日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走16時15分 （500万円以下） （ダート・左）
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
1：20．3

重
不良

24 パイロジェン 牡3栗 54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454± 01：23．4 3．0�

612 ラディアント 牡3鹿 54 田中 勝春�Basic 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 508＋ 41：24．03� 19．7�
611 オルクリスト 牡3鹿 54 内田 博幸�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 456－ 4 〃 アタマ 10．0�
48 ア ポ ロ ビ ビ 牡3栗 54 松岡 正海アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 468－ 61：24．21� 8．6�
816 セイヴァリアント 牡3黒鹿54 石橋 脩金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 482± 0 〃 クビ 13．4	
815 ホーカスポーカス 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 440＋ 41：24．3� 25．6

23 クワトロダッシュ 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン
ズファーム 488－ 21：24．4� 36．0�

12 	 リトルモンスター 牝3鹿 52 松若 風馬吉田 千津氏 武井 亮 米
Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

468－ 41：24．5
 7．4�
510� スズノフブキ �5鹿 57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B478± 01：24．71 43．6
59 フローラルパーク 牝3栗 52 戸崎 圭太髙橋 正雄氏 加藤 征弘 新冠 ムラカミファーム 490± 01：24．8� 4．1�
35 ウィンターパレス 牝4青鹿55 大野 拓弥 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋121：25．11� 126．8�
11 アテンフェアリー 牝3黒鹿52 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 464± 01：25．63 44．0�
36 ガ チ コ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 育也�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 466＋ 21：26．23� 27．9�
47 アポロチーター 牡3栗 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 526＋101：26．62� 25．7�
714� マサノビジョン 牡3栗 54

51 ▲小林 凌大古賀 禎彦氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 456－131：27．02� 169．1�
713	 グーガルラヴィ 牡3黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Nagako

Fujita 506＋121：27．21� 137．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 94，318，600円 複勝： 120，450，500円 枠連： 55，446，100円
馬連： 231，439，400円 馬単： 91，198，500円 ワイド： 146，191，000円
3連複： 343，035，200円 3連単： 435，372，100円 計： 1，517，451，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 560円 � 270円 枠 連（2－6） 880円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 470円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 7，210円 3 連 単 ��� 34，150円

票 数

単勝票数 計 943186 的中 � 246791（1番人気）
複勝票数 計1204505 的中 � 285926（1番人気）� 42881（8番人気）� 103485（5番人気）
枠連票数 計 554461 的中 （2－6） 48792（2番人気）
馬連票数 計2314394 的中 �� 66761（7番人気）
馬単票数 計 911985 的中 �� 15388（13番人気）
ワイド票数 計1461910 的中 �� 35902（8番人気）�� 86798（2番人気）�� 15175（27番人気）
3連複票数 計3430352 的中 ��� 35656（18番人気）
3連単票数 計4353721 的中 ��� 9241（81番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．7―12．1―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．7―47．8―59．6―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パイロジェン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2018．12．8 中山5着

2016．3．31生 牡3栗 母 ファービヨンド 母母 フ ァ ー ザ 8戦2勝 賞金 21，820，000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。
（非抽選馬） 4頭 アヴォンリー号・キングキャラット号・ディアアルム号・ロジギムレット号

４レース目



（1東京3）第8日 6月23日（日曜日） 曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 176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

214，720，000円
17，100，000円
1，470，000円
23，680，000円
72，551，000円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
593，231，400円
765，943，500円
318，404，700円
1，431，747，100円
611，907，100円
855，692，200円
1，944，107，000円
2，542，160，400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
計 9，063，193，400円

総入場人員 40，593名 （有料入場人員 38，286名）



令和1年度 第3回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，358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

1，909，990，000円
28，470，000円
143，720，000円
16，990，000円
220，950，000円
9，000，000円
559，252，500円
39，462，600円
13，036，800円

勝馬投票券売得金
6，703，135，500円
8，446，996，400円
3，248，621，700円
14，585，764，500円
6，938，672，200円
8，934，088，600円
21，177，206，200円
33，038，666，700円
1，672，924，900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
5 重 勝
計 104，746，076，700円

総入場延人員 276，054名 （有料入場延人員 259，132名）
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