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15001 6月3日 晴 良 （29東京3）第1日 第1競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

713 オリジナルデザイン 牝3栗 54
53 ☆木幡 初也�明栄商事 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 490－161：26．8 39．5�

816 マヤノオラティオ 牝3黒鹿54 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 462－ 21：27．22� 5．1�
815 ムーンロード 牝3鹿 54 柴田 大知吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 388－ 41：27．3� 131．4�
59 ビバジャンティ 牝3芦 54 杉原 誠人田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 472－ 21：27．4� 74．4�
510 ハートブレイク 牝3鹿 54 田中 勝春髙橋照比古氏 土田 稔 浦河 王蔵牧場 418＋ 41：27．5� 82．4�
23 コウセイキャサリン 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅杉安浩一郎氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー
クスタツド 432－ 41：27．7� 38．7	

24 タイセイスマッシュ 牝3芦 54 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 新冠 山岡ファーム 436－ 2 〃 ハナ 1．4

47 サンニューオリンズ 牝3栗 54 嶋田 純次 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 冨岡 博一 444＋ 8 〃 クビ 17．9�
35 トウカイリオナ 牝3青鹿54 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 450＋101：27．8クビ 17．6�
12 ミューチュアリティ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 464＋ 21：27．9� 197．2
36 ユメノカガヤキ 牝3鹿 54 大野 拓弥小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田ファーム 446－ 2 〃 クビ 8．7�
714 フ ァ シ ル 牝3鹿 54 蛯名 正義�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 450± 01：28．21� 112．2�
611 ハクサンステラ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 谷口牧場 432＋ 81：28．51� 65．8�
11 ハートマンボ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 416＋121：28．81� 144．0�
48 マイネフレッシュ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 472＋ 6 〃 クビ 250．4�
612 ワガミヨニフル 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 上村 清志 488± 01：29．33 45．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，864，200円 複勝： 118，430，400円 枠連： 18，681，700円
馬連： 67，862，000円 馬単： 42，258，300円 ワイド： 45，454，800円
3連複： 94，975，500円 3連単： 154，192，900円 計： 571，719，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，950円 複 勝 � 1，850円 � 440円 � 6，260円 枠 連（7－8） 5，340円

馬 連 �� 7，810円 馬 単 �� 22，170円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 34，970円 �� 6，300円

3 連 複 ��� 204，100円 3 連 単 ��� 1，803，060円

票 数

単勝票数 計 298642 的中 � 6047（7番人気）
複勝票数 計1184304 的中 � 16300（6番人気）� 78889（2番人気）� 4672（13番人気）
枠連票数 計 186817 的中 （7－8） 2710（14番人気）
馬連票数 計 678620 的中 �� 6727（18番人気）
馬単票数 計 422583 的中 �� 1429（44番人気）
ワイド票数 計 454548 的中 �� 6548（15番人気）�� 330（88番人気）�� 1849（39番人気）
3連複票数 計 949755 的中 ��� 349（203番人気）
3連単票数 計1541929 的中 ��� 62（1210番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．9―48．6―1：01．1―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリジナルデザイン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2016．9．25 中山11着

2014．4．12生 牝3栗 母 ト ピ カ 母母 エンジェルマインド 6戦1勝 賞金 6，000，000円

15002 6月3日 晴 良 （29東京3）第1日 第2競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

48 ポップアップスター 牡3青鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 518－161：38．5 1．7�
612 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－ 41：38．92� 7．8�
23 グロースアルティヒ 牡3鹿 56 内田 博幸白井 岳氏 黒岩 陽一 浦河 絵笛牧場 474－ 61：39．11� 25．1�
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 B462－10 〃 ハナ 43．7�
816 オウケンスターダム 牡3鹿 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 480＋16 〃 ハナ 11．1	
714 ミスターロマンス 牡3栗 56 石橋 脩齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 日高 シンボリ牧場 486－ 81：39．31� 249．3

815 サクラサクコロ 牡3鹿 56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 452＋ 41：39．83 4．7�
59 シンボリラピッド 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹シンボリ牧場 斎藤 誠 様似 様似渡辺牧場 B486－ 61：40．12 14．6�
36 シンボリスーマラン 牡3鹿 56 柴田 大知シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B478＋ 41：40．41� 33．5
510 カシノルーラー 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 藤沢牧場 B464＋ 21：41．14 128．6�
47 ブラウンヘルシャー 牡3鹿 56 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 新ひだか 佐竹 学 488＋161：41．84 237．2�
24 フクノベルサイユ 牡3鹿 56 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 浜口牧場 476－ 41：41．9クビ 116．4�
35 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 524－ 21：42．32� 24．2�
11 トーアツキヒカリ 牡3鹿 56 村田 一誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 470 ―1：43．36 228．2�
12 ビ バ ト リ オ 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史楠本 勝美氏 小笠 倫弘 日高 法理牧場 468－101：43．51� 409．9�
713 バ ラ ン ド ロ 牡3黒鹿56 横山 和生栗坂 崇氏 小野 次郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486 ―1：43．71� 204．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，950，100円 複勝： 57，700，500円 枠連： 24，352，100円
馬連： 73，514，900円 馬単： 38，955，800円 ワイド： 46，557，000円
3連複： 90，573，900円 3連単： 129，241，300円 計： 493，845，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 400円 枠 連（4－6） 590円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 310円 �� 730円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 9，450円

票 数

単勝票数 計 329501 的中 � 153642（1番人気）
複勝票数 計 577005 的中 � 246905（1番人気）� 61594（3番人気）� 20454（6番人気）
枠連票数 計 243521 的中 （4－6） 31857（2番人気）
馬連票数 計 735149 的中 �� 84664（2番人気）
馬単票数 計 389558 的中 �� 29726（2番人気）
ワイド票数 計 465570 的中 �� 42979（2番人気）�� 15747（9番人気）�� 5155（22番人気）
3連複票数 計 905739 的中 ��� 17244（10番人気）
3連単票数 計1292413 的中 ��� 9908（22番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．1―12．7―12．6―12．2―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．8―48．5―1：01．1―1：13．3―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポップアップスター �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Trempolino デビュー 2017．2．11 東京9着

2014．4．16生 牡3青鹿 母 ロリポップガール 母母 Icy Pop 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バランドロ号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルヤマアラシ号・ビヨンドザスター号

第３回 東京競馬 第１日



15003 6月3日 晴 良 （29東京3）第1日 第3競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走11時10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

815 ゲンパチマサムネ 牡3鹿 56 柴山 雄一平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 496－ 22：15．8 4．5�
36 ドリームオブユー 牡3青鹿56 蛯名 正義吉野 弘司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B460－102：16．11� 25．9�
48 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 428＋ 22：16．41� 31．7�
611 ア オ ス タ 牡3栗 56 内田 博幸吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 B494± 0 〃 ハナ 1．7�
59 ディーエスファニー 牡3鹿 56 横山 和生秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444± 02：16．61� 63．7�
11 ダノンウィンザー 牡3鹿 56 津村 明秀�ダノックス 高柳 瑞樹 新冠 村上 欽哉 494－ 4 〃 クビ 6．8	
24 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＋ 22：16．81� 12．6

816 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 476± 0 〃 ハナ 452．1�
35 ユキノエルドール 牡3栗 56 石橋 脩井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 42：17．01 18．1
713 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 486± 02：17．42� 22．0�
510 ハーモニーメシアン 牡3鹿 56 木幡 初広日下部勝德氏 小野 次郎 日高 今井牧場 514± 02：17．5クビ 203．5�
23 トラフィックブルー 牡3栗 56 岩部 純二田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 浦河 桑田フアーム B484－ 22：17．92� 105．5�
612 ヴォワルドール 牝3栗 54

52 △井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 440＋ 22：18．0� 152．4�

714 マイネルバローネ 牡3青鹿56 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 浦河 宮内牧場 478－ 22：18．1� 91．6�

12 マサノホウオウ 牡3黒鹿56 武士沢友治古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 484－ 82：18．84 51．6�
47 シスターマリオン 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅 �静内白井牧場 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 412－ 42：20．07 380．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，392，500円 複勝： 43，589，200円 枠連： 19，273，700円
馬連： 68，241，400円 馬単： 36，244，700円 ワイド： 42，835，600円
3連複： 91，586，100円 3連単： 123，966，000円 計： 455，129，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 500円 � 490円 枠 連（3－8） 2，000円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 10，100円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，360円 �� 4，710円

3 連 複 ��� 32，600円 3 連 単 ��� 134，740円

票 数

単勝票数 計 293925 的中 � 52016（2番人気）
複勝票数 計 435892 的中 � 62391（2番人気）� 20792（8番人気）� 21312（7番人気）
枠連票数 計 192737 的中 （3－8） 7454（7番人気）
馬連票数 計 682414 的中 �� 9692（15番人気）
馬単票数 計 362447 的中 �� 2690（31番人気）
ワイド票数 計 428356 的中 �� 7140（15番人気）�� 8231（13番人気）�� 2286（38番人気）
3連複票数 計 915861 的中 ��� 2107（73番人気）
3連単票数 計1239660 的中 ��� 667（313番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―13．3―13．5―13．4―12．5―12．1―12．6―12．6―13．5―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．4―31．7―45．2―58．6―1：11．1―1：23．2―1：35．8―1：48．4―2：01．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．0
1
3
11，8，14（4，6）12，1，3（5，15）7－10，2，13－9－16
11（6，15）－（14，1）8（12，13）（4，5，3）－2，10－7＝（9，16）

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチマサムネ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．11．27 東京3着

2014．4．18生 牡3鹿 母 ケイアイエリザベス 母母 タ ム ヒ ー ド 8戦1勝 賞金 10，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スウィートグロリア号

15004 6月3日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29東京3）第1日 第4競走 ��3，100�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：22．0良・稍重

33 クリノキングムーン 牡6黒鹿60 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 450－ 23：26．1 11．1�
610 アムールスキー 牡6鹿 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 4 〃 クビ 5．1�
46 コスモパルダ 牡8青鹿61 山本 康志 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 23：26．41� 7．2�
813 メイショウアラワシ 牡6栗 62 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 462－ 83：26．61� 7．4�
57 クラウンフレイム 牡5鹿 60 北沢 伸也�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 492＋ 23：27．13 37．6	
58 セイクリッドロード �8鹿 60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 518＋ 6 〃 クビ 27．2

22 ステージジャンプ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 514＋ 43：27．63 2．6�
11 マイネルレハイム 牡5栗 60 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 43：27．7� 44．1�
712 ウインセイヴィア 牡5栗 60 草野 太郎�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 8 〃 アタマ 51．0
711 ドクタールキア 牝7鹿 58 江田 勇亮松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 476＋ 83：28．55 244．6�
45 シゲルヒノクニ 牡5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 中村 雅明 510＋ 23：28．71	 10．6�
814 メイショウオヤシオ �5栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 482± 03：28．8� 16．1�
34 ルグランシェクル 牡4黒鹿60 大江原 圭藤田 岳彦氏 大江原 哲 日高 木村牧場 454－ 23：30．6大差 34．3�
69 カ ウ ウ ェ ラ 牡7青鹿61 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 476± 0 （競走中止） 46．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，254，500円 複勝： 32，159，400円 枠連： 19，060，700円
馬連： 52，222，200円 馬単： 26，342，600円 ワイド： 31，383，000円
3連複： 73，796，800円 3連単： 94，926，400円 計： 351，145，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 290円 � 150円 � 210円 枠 連（3－6） 2，020円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 5，920円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，100円 �� 840円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 39，940円

票 数

単勝票数 計 212545 的中 � 15294（6番人気）
複勝票数 計 321594 的中 � 23952（6番人気）� 65157（1番人気）� 38473（3番人気）
枠連票数 計 190607 的中 （3－6） 7282（10番人気）
馬連票数 計 522222 的中 �� 15811（10番人気）
馬単票数 計 263426 的中 �� 3333（23番人気）
ワイド票数 計 313830 的中 �� 8353（11番人気）�� 7242（14番人気）�� 9757（8番人気）
3連複票数 計 737968 的中 ��� 9480（20番人気）
3連単票数 計 949264 的中 ��� 1723（121番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．2－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノキングムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2013．9．17 阪神8着

2011．5．26生 牡6黒鹿 母 トシザダンサー 母母 ノルデンフリマー 障害：22戦2勝 賞金 32，800，000円
〔競走中止〕 カウウェラ号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，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 シベリアンタイガー号



15005 6月3日 晴 良 （29東京3）第1日 第5競走 ��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

612 ヴィオトポス 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―1：23．3 4．5�

714 ブ シ ョ ウ 牡2栗 54 田辺 裕信�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466 ―1：23．51� 4．3�
24 ビ リ ー バ ー 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 438 ―1：23．71� 14．7�
815 トーセンウインク 牝2栗 54 柴山 雄一島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 418 ― 〃 クビ 21．8	
713 トキノメガミ 牝2栗 54 内田 博幸時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 440 ― 〃 ハナ 25．6

12 ニシノジャガーズ 牡2鹿 54 北村 宏司西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 460 ―1：23．8クビ 24．1�
23 ファーマメント 牡2鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 498 ―1：24．01� 2．5�
35 スーパーマジック 牡2芦 54 吉田 隼人 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 432 ―1：24．74 64．4
59 トーセンスピネル 牝2黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 430 ―1：24．8� 60．4�
611 サンダーラム 牡2鹿 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 488 ―1：25．01 64．4�
36 ド ゥ ル ガ ー 牝2青鹿 54

52 △井上 敏樹�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 小西ファーム 430 ―1：25．21� 117．3�
48 シゲルコシアブラ 牡2鹿 54 宮崎 北斗森中 蕃氏 青木 孝文 新ひだか 松田牧場 438 ― 〃 アタマ 87．8�
47 オマツリサワギ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 426 ― 〃 クビ 16．4�
510 セイカハタハタクモ 牡2栗 54 田中 勝春久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 442 ―1：25．3� 75．8�
816 キャノクリスタレス 牝2芦 54 津村 明秀 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 448 ―1：25．51 115．1�
11 ロデオチャーム 牝2黒鹿54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 畠山牧場 430 ―1：26．67 163．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，360，800円 複勝： 40，068，400円 枠連： 20，277，600円
馬連： 68，770，900円 馬単： 36，316，700円 ワイド： 40，593，900円
3連複： 82，217，300円 3連単： 111，227，500円 計： 438，833，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 180円 � 300円 枠 連（6－7） 920円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 430円 �� 920円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 18，480円

票 数

単勝票数 計 393608 的中 � 71713（3番人気）
複勝票数 計 400684 的中 � 73820（2番人気）� 60349（3番人気）� 28522（5番人気）
枠連票数 計 202776 的中 （6－7） 17026（3番人気）
馬連票数 計 687709 的中 �� 46620（3番人気）
馬単票数 計 363167 的中 �� 12111（7番人気）
ワイド票数 計 405939 的中 �� 26041（3番人気）�� 10898（10番人気）�� 12114（7番人気）
3連複票数 計 822173 的中 ��� 13593（14番人気）
3連単票数 計1112275 的中 ��� 4362（43番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィオトポス �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ナリタブライアン 初出走

2015．3．1生 牝2青鹿 母 マイネヴィータ 母母 マイネレーベン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15006 6月3日 晴 良 （29東京3）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

12 イタリアンホワイト 牝3芦 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 41：48．4 9．0�

816 サ ル ダ ー ナ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 61：48．61� 13．6�

714 メイショウユーコン 牝3黒鹿54 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 442－ 21：48．7� 9．6�
817 ピンキージョーンズ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 41：48．8クビ 4．3�
23 バトルエニシ 牝3鹿 54 石橋 脩宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B462± 0 〃 ハナ 20．0�
510 ヴェルデミーティア 牝3栗 54 吉田 豊小濱 忠一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 406－ 61：48．9� 11．3	
611 ドラゴンランス 牝3栗 54 大野 拓弥子安 裕樹氏 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 478± 01：49．0� 15．3

48 ボヌールバトー 牝3黒鹿54 吉田 隼人�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 426＋ 4 〃 クビ 12．4�
24 ピエスドール 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 408－161：49．1� 3．3�
818 フェアリーフォート 牝3黒鹿54 内田 博幸 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 436 ―1：49．42 20．8
713 デルマタビダチ 牝3黒鹿54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444 ―1：49．5� 80．4�
36 シャンノース 牝3栗 54 松岡 正海水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 478－ 81：49．6� 142．6�
35 ジ ュ デ ッ カ 牝3鹿 54 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 442 ―1：49．7クビ 17．0�
11 ジュンウトナイ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 442＋10 〃 ハナ 291．1�
59 ハツラツニッコウ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 410－161：50．23 140．1�
715 ロマンチックフェス 牝3鹿 54

52 △伴 啓太�明栄商事 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 428＋ 61：51．9大差 378．6�
612 ラインターゲット 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 470＋141：52．64 399．1�
47 イツモアリガトウ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅西村新一郎氏 中野 栄治 新冠 大林ファーム 432＋ 21：53．45 200．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，230，800円 複勝： 50，142，200円 枠連： 25，893，800円
馬連： 80，496，900円 馬単： 34，376，900円 ワイド： 49，376，800円
3連複： 100，609，800円 3連単： 115，561，800円 計： 489，689，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 270円 � 320円 � 280円 枠 連（1－8） 1，340円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 11，160円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，100円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 12，420円 3 連 単 ��� 79，940円

票 数

単勝票数 計 332308 的中 � 29456（3番人気）
複勝票数 計 501422 的中 � 50269（3番人気）� 39226（7番人気）� 47802（4番人気）
枠連票数 計 258938 的中 （1－8） 14875（4番人気）
馬連票数 計 804969 的中 �� 12613（24番人気）
馬単票数 計 343769 的中 �� 2310（49番人気）
ワイド票数 計 493768 的中 �� 6731（24番人気）�� 11765（12番人気）�� 8922（17番人気）
3連複票数 計1006098 的中 ��� 6074（48番人気）
3連単票数 計1155618 的中 ��� 1048（306番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．3―12．6―12．2―12．0―11．1―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．0―49．6―1：01．8―1：13．8―1：24．9―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

イタリアンホワイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．3 福島7着

2014．1．2生 牝3芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 7戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインターゲット号・イツモアリガトウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月

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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヴァッラータ号・フレスコパスト号



15007 6月3日 晴 良 （29東京3）第1日 第7競走 ��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

815 タマモシルクハット 牡4黒鹿 57
54 ▲武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 464＋ 21：18．8 21．9�

713 メイプルキング 牡4鹿 57 内田 博幸節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 460－ 41：18．9� 3．0�
816 バナナボート 牡3栗 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 416－ 21：19．22 14．0�
612 ジェットコルサ 牡5青 57 吉田 豊尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 480± 01：19．41� 10．2�
24 ウインアンビション 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 500－ 21：19．71� 13．8�
59 ジュンザワールド 牡4鹿 57 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 524－ 4 〃 アタマ 2．4	
35 レアドロップ 牝4芦 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 460＋ 2 〃 アタマ 12．6

23 ノットオンリー 牡3鹿 54

52 △井上 敏樹久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 426－ 41：19．91� 36．1�
11 プロイエット 牝4栗 55 嶋田 純次�橋口 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B464＋141：20．11� 119．7�
611 ベルウッドタマド 牡4鹿 57 武士沢友治鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 474＋ 21：20．2� 101．7
714	 マンダラキッス 牝4栗 55 中谷 雄太ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 504－ 21：20．3� 112．9�
36 	 ヴィクトリースノー 牝5芦 55

54 ☆木幡 初也古賀 慎一氏 萱野 浩二 日高 大江牧場 B402－151：20．72 52．3�
510 ジ ョ イ フ ル 牡3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 41：21．33� 26．6�
48 カシノアーニング 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 444± 0 〃 クビ 231．1�
12 サ ノ ラ ブ 牝3青鹿 52

49 ▲野中悠太郎佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 沖田牧場 456－ 21：21．4� 28．2�
47 	 ローレルウラノス 牡5栗 57 柴山 雄一 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 514± 01：22．57 147．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，445，400円 複勝： 49，698，400円 枠連： 22，636，200円
馬連： 86，019，200円 馬単： 41，260，700円 ワイド： 51，137，200円
3連複： 109，291，200円 3連単： 141，173，500円 計： 533，661，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 470円 � 160円 � 390円 枠 連（7－8） 1，330円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，940円 �� 990円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 80，210円

票 数

単勝票数 計 324454 的中 � 11828（7番人気）
複勝票数 計 496984 的中 � 23329（7番人気）� 102623（2番人気）� 29051（6番人気）
枠連票数 計 226362 的中 （7－8） 13119（5番人気）
馬連票数 計 860192 的中 �� 29544（8番人気）
馬単票数 計 412607 的中 �� 3973（26番人気）
ワイド票数 計 511372 的中 �� 17164（7番人気）�� 4290（26番人気）�� 13446（12番人気）
3連複票数 計1092912 的中 ��� 9112（31番人気）
3連単票数 計1411735 的中 ��� 1276（238番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．1―12．1―12．2―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．9―29．0―41．1―53．3―1：05．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモシルクハット �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2015．7．4 福島13着

2013．3．8生 牡4黒鹿 母 チャームキャップ 母母 ラブソーリー 22戦2勝 賞金 21，250，000円
〔制裁〕 バナナボート号の騎手菊沢一樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・3番）
※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 エタニティーワルツ号・トモジャポルックス号

15008 6月3日 晴 良 （29東京3）第1日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

12 ベバスカーン 牡4鹿 57 北村 宏司千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 544＋ 41：37．9 2．0�
611 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 468＋ 41：38．11� 8．4�
23 グッドラックサマー 牡3栗 54 田辺 裕信澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 536－ 61：38．2� 9．9�
47 スケールアップ 牡4黒鹿57 大野 拓弥髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 496－ 41：38．4� 5．7�
815� オ ケ ア ノ ス 牡5鹿 57 内田 博幸清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 522＋ 21：38．82	 8．5�
24 � リ ー ダ ー ズ 牡5鹿 57 村田 一誠平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 490－ 81：39．01	 112．2�
510 シンコーマーチャン 牡3鹿 54 丸山 元気豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B476－ 21：39．1	 18．4	
35 ウインブルースカイ 牡4栗 57 松岡 正海
ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 476＋ 81：39．63 188．3�
714 モンスターキング 牡4鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 新冠 柏木 一則 488＋ 61：39．7クビ 9．2
11 コウソクライン 牡4栗 57 吉田 隼人野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B490＋ 21：40．12	 105．8�
59 � ドラゴンイモン 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 488＋ 21：40．95 73．6�
612 カシノキングダム 牡5鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 472－ 21：41．0	 383．5�
816� サンマルトゥーレ 牡4芦 57 杉原 誠人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B466＋ 21：41．21 297．9�
713 セ ラ フ ァ ン 牝3鹿 52 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 462－161：42．05 84．3�
48 � ダイワナッティー 牝6青 55 柴田 大知大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか 橋本牧場 498－121：42．74 158．8�
36 シャドウボーダー 
3栗 54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 500－ 81：45．0大差 29．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，181，100円 複勝： 57，453，300円 枠連： 21，357，900円
馬連： 100，128，900円 馬単： 47，877，900円 ワイド： 52，652，200円
3連複： 115，274，000円 3連単： 165，377，900円 計： 600，303，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 210円 枠 連（1－6） 920円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 370円 �� 430円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 9，090円

票 数

単勝票数 計 401811 的中 � 155191（1番人気）
複勝票数 計 574533 的中 � 175204（1番人気）� 62299（4番人気）� 54392（5番人気）
枠連票数 計 213579 的中 （1－6） 17936（4番人気）
馬連票数 計1001289 的中 �� 83547（3番人気）
馬単票数 計 478779 的中 �� 27519（3番人気）
ワイド票数 計 526522 的中 �� 38545（2番人気）�� 32080（5番人気）�� 10410（15番人気）
3連複票数 計1152740 的中 ��� 35119（8番人気）
3連単票数 計1653779 的中 ��� 13179（20番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．7―12．1―12．5―12．6―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．1―47．2―59．7―1：12．3―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベバスカーン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．1．16 中山3着

2013．2．12生 牡4鹿 母 ユメノオーラ 母母 レッダンゴールド 10戦3勝 賞金 27，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャドウボーダー号は，「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。
（非当選馬） 1頭 サノマル号



15009 6月3日 晴 良 （29東京3）第1日 第9競走 ��
��1，600�

こ く ぶ ん じ

国 分 寺 特 別
発走14時35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

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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

812 サ ン ク ロ ワ 牡4栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 460± 01：34．6 2．6�
22 エ ン ジ ニ ア 牡4鹿 57 柴田 善臣髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 482± 01：34．81� 2．8�
79 	 フローラデマリポサ 牝3鹿 50 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield 474－ 61：34．9
 4．0�
11 ワイナルダム 牡3青鹿54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 436－ 21：35．21
 33．5�
811 ディリジェンテ 牝5栗 55 津村 明秀吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B484± 01：35．3クビ 29．7	
55 マイネルベレーロ 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 81：35．4
 22．9

33 ラーナアズーラ 牝3栗 52 吉田 隼人 �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± 0 〃 ハナ 7．0�
710 シ ト ロ ン 牝4鹿 55 江田 照男�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B440＋ 21：35．82� 168．5�
56 マ ー セ ラ ス 牡5黒鹿57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 444－ 41：36．01 84．1
67 � テンツクテン 牝5鹿 55 武士沢友治合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 376－ 81：36．21� 224．9�
68 マサリヤヒメ 牝3栗 52 岩部 純二西本 資史氏 石毛 善彦 新冠 佐藤 義紀 416＋ 21：36．41� 396．9�
44 � ビービーアルボーレ 牡3青鹿54 勝浦 正樹�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 480－ 2 〃 アタマ 148．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，411，000円 複勝： 54，824，800円 枠連： 20，607，800円
馬連： 110，622，700円 馬単： 58，465，000円 ワイド： 49，672，800円
3連複： 130，560，100円 3連単： 260，991，600円 計： 729，155，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 290円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 150円 �� 230円 �� 240円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，880円

票 数

単勝票数 計 434110 的中 � 128636（1番人気）
複勝票数 計 548248 的中 � 135739（2番人気）� 174379（1番人気）� 84873（3番人気）
枠連票数 計 206078 的中 （2－8） 53517（1番人気）
馬連票数 計1106227 的中 �� 275007（1番人気）
馬単票数 計 584650 的中 �� 64761（2番人気）
ワイド票数 計 496728 的中 �� 99371（1番人気）�� 49420（2番人気）�� 45871（3番人気）
3連複票数 計1305601 的中 ��� 243915（1番人気）
3連単票数 計2609916 的中 ��� 100560（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．6―48．9―1：01．1―1：12．4―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン ク ロ ワ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．5．15 東京3着

2013．3．30生 牡4栗 母 サンヴィクトワール 母母 ヴィクトリーバンク 8戦3勝 賞金 33，174，000円

15010 6月3日 晴 良 （29東京3）第1日 第10競走 ��
��2，000�

い な む ら が さ き

稲 村 ヶ 崎 特 別
発走15時10分 （芝・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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

11 ドレッドノータス �4栗 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 462－ 61：59．2 6．7�
33 ケンホファヴァルト 牡4鹿 57 戸崎 圭太中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 454－ 8 〃 ハナ 4．1�
44 アーバンキッド 牡4鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 480－ 41：59．41	 6．2�
55 メイショウキトラ 牡6栗 57 北村 宏司松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 494－ 21：59．5
 97．2�
88 スクエアフォールド �4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 472± 01：59．6
 7．7�
77 アジュールローズ 牡4青鹿57 柴山 雄一 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：59．81	 1．9	
66 デバイスドライバー 牡5栗 57 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 522－ 62：00．01	 87．0

22 レインオーバー �6青鹿57 内田 博幸 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 458＋ 42：00．42
 32．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 49，831，200円 複勝： 53，490，300円 枠連： 発売なし
馬連： 115，611，800円 馬単： 64，471，400円 ワイド： 45，576，200円
3連複： 104，409，200円 3連単： 294，750，200円 計： 728，140，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 190円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 490円 �� 520円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 13，440円

票 数

単勝票数 計 498312 的中 � 59062（4番人気）
複勝票数 計 534903 的中 � 53358（5番人気）� 77836（2番人気）� 61564（3番人気）
馬連票数 計1156118 的中 �� 56671（7番人気）
馬単票数 計 644714 的中 �� 13155（14番人気）
ワイド票数 計 455762 的中 �� 23722（7番人気）�� 22039（9番人気）�� 29350（5番人気）
3連複票数 計1044092 的中 ��� 35742（9番人気）
3連単票数 計2947502 的中 ��� 15895（48番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―11．7―11．9―12．2―11．9―11．9―11．1―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．0―36．7―48．6―1：00．8―1：12．7―1：24．6―1：35．7―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ドレッドノータス 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．25 京都1着

2013．3．9生 �4栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 8戦3勝 賞金 64，342，000円
〔制裁〕 ドレッドノータス号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・4

番・5番・7番）



15011 6月3日 晴 良 （29東京3）第1日 第11競走 ��
��1，400�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，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57�，牝馬2�減

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 � ベストマッチョ 牡4黒鹿57 内田 博幸馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米
Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

494＋ 21：23．5 1．9�
35 � エイシンバランサー 牡5芦 57 田中 勝春�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs B476－ 4 〃 クビ 25．7�
59 トウショウカウント 牡5栗 57 柴田 善臣トウショウ産業� 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 510－ 41：24．03 23．3�
713 プレスティージオ 牡4栗 57 柴山 雄一奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 474－ 21：24．1クビ 6．6�
47 コアレスキング 牡7鹿 57 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 544＋ 21：24．41	 115．0�
12 オニノシタブル 牡6栗 57 柴田 大知青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B494＋ 4 〃 クビ 33．1	
714 プリサイスエース 牡6栗 57 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 504－ 21：24．5クビ 6．3

510 クワドループル 牡5黒鹿57 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 21：24．82 62．3�
611 ガッサンプレイ 牡7栗 57 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 488＋ 81：25．11	 173．9�
816 リュクサンブール 
6鹿 57 石橋 脩村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470＋ 41：25．41	 240．8
815 ゴールドスーク 牡6栗 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：25．5� 8．8�
24 ア チ ー ヴ 牡7黒鹿57 大野 拓弥前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 484＋ 4 〃 ハナ 94．3�
11 ボールライトニング 牡4栗 57 蛯名 正義 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 506－ 81：25．6クビ 7．2�
23 クリノリーソクツモ 牝5鹿 55 石川裕紀人栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 448＋ 41：25．7	 150．5�
48 � ホ ス ト 牡6黒鹿57 北村 宏司内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 524＋101：26．23 115．7�
612 ナンヨーマーク 牡6青鹿57 丸山 元気中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B518＋ 61：26．41� 95．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，119，300円 複勝： 119，332，500円 枠連： 71，493，600円
馬連： 298，288，500円 馬単： 129，154，500円 ワイド： 135，726，300円
3連複： 393，317，800円 3連単： 621，583，500円 計： 1，858，016，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 430円 � 350円 枠 連（3－3） 2，000円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 720円 �� 610円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 25，490円

票 数

単勝票数 計 891193 的中 � 362272（1番人気）
複勝票数 計1193325 的中 � 370729（1番人気）� 52053（7番人気）� 68431（6番人気）
枠連票数 計 714936 的中 （3－3） 27688（8番人気）
馬連票数 計2982885 的中 �� 123606（6番人気）
馬単票数 計1291545 的中 �� 37726（9番人気）
ワイド票数 計1357263 的中 �� 49381（7番人気）�� 59499（5番人気）�� 10898（28番人気）
3連複票数 計3933178 的中 ��� 40962（23番人気）
3連単票数 計6215835 的中 ��� 17676（71番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．7―11．8―11．8―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．4―47．2―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベストマッチョ �
�
父 Macho Uno �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．2．6 東京1着

2013．2．10生 牡4黒鹿 母 Encore 母母 Cash Run 9戦5勝 賞金 75，783，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エクストラゴールド号・キープレイヤー号・ショウナンカサロ号・ブラインドサイド号

15012 6月3日 晴 良 （29東京3）第1日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （芝・左）

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

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

24 ジ ェ イ ラ ー 牝4栗 55
52 ▲菊沢 一樹岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 442－ 41：21．9 96．2�

48 シュピールカルテ 牝3青鹿52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：22．0� 15．2�

12 アンジェリー 牝5黒鹿55 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450－ 21：22．1� 19．2�
47 ジェイケイオジョウ 牝3鹿 52 蛯名 正義小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 450－ 2 〃 アタマ 8．0�
35 プエルトプリンセサ 牝4鹿 55 吉田 隼人丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 430－ 2 〃 ハナ 26．5�
816 スターオブペルシャ �4栗 57 北村 宏司 	社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498－10 〃 アタマ 2．3

815 カ ネ ノ イ ロ 牡4鹿 57 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 478± 01：22．2� 9．0�
36 レッドマジュール 牝5青鹿55 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 ハナ 15．4�
713 ロジブリランテ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 548± 01：22．3� 3．3
59 	 ケイビイノキセキ 牡5鹿 57 西田雄一郎菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 510－ 21：22．4クビ 212．6�
11 エドノジョンソン �5鹿 57 的場 勇人遠藤 喜松氏 小西 一男 浦河 高松牧場 460＋ 41：22．5� 65．7�
510	 ホ ザ ン ナ 牝5栗 55 杉原 誠人薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 安平 吉田 三郎 502＋ 2 〃 クビ 111．0�
611 ラ ト ゥ ー ル 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 452－ 41：22．6� 108．0�
612 スミレタンポポ 牝5鹿 55 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 430± 01：22．7� 190．6�
714 ポルトボナール 牡5黒鹿 57

56 ☆木幡 初也後藤 英成氏 青木 孝文 森 笹川大晃牧場 486＋ 81：22．8� 156．3�
817 ウェーニーウィキー 牝4栗 55 浜野谷憲尚ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 488± 01：23．01
 247．7�
23 レッドエトワール 牝4鹿 55 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム 452± 01：24．38 59．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 65，090，000円 複勝： 81，571，900円 枠連： 52，484，000円
馬連： 183，357，900円 馬単： 80，365，000円 ワイド： 97，766，600円
3連複： 246，409，600円 3連単： 356，013，300円 計： 1，163，058，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，620円 複 勝 � 1，840円 � 430円 � 440円 枠 連（2－4） 7，760円

馬 連 �� 44，280円 馬 単 �� 99，950円

ワ イ ド �� 8，770円 �� 12，920円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 132，950円 3 連 単 ��� 1，518，290円

票 数

単勝票数 計 650900 的中 � 5408（11番人気）
複勝票数 計 815719 的中 � 10565（12番人気）� 52714（6番人気）� 51240（7番人気）
枠連票数 計 524840 的中 （2－4） 5240（19番人気）
馬連票数 計1833579 的中 �� 3209（59番人気）
馬単票数 計 803650 的中 �� 603（122番人気）
ワイド票数 計 977666 的中 �� 2858（54番人気）�� 1935（70番人気）�� 10653（25番人気）
3連複票数 計2464096 的中 ��� 1390（199番人気）
3連単票数 計3560133 的中 ��� 170（1575番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―11．9―11．0―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．4―47．3―58．3―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ェ イ ラ ー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 エアジハード デビュー 2015．10．31 東京10着

2013．5．14生 牝4栗 母 チェアユーアップ 母母 キョウエイマリー 11戦2勝 賞金 13，250，000円
〔発走状況〕 レッドエトワール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



（29東京3）第1日 6月3日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

203，170，000円
5，060，000円
11，460，000円
1，190，000円
22，430，000円
71，824，000円
5，520，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
506，130，900円
758，461，300円
316，119，100円
1，305，137，300円
636，089，500円
688，732，400円
1，633，021，300円
2，569，005，900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 8，412，697，700円

総入場人員 28，423名 （有料入場人員 26，807名）
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