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15025 6月10日 晴 良 （29東京3）第3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

47 ジュブリーユ 牝3芦 54
53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 480－ 41：38．5 3．5�

59 ア ク ア リ オ 牝3鹿 54 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 444± 01：38．71 18．0�
11 エ ナ ホ ー プ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 松永 康利 日高 沖田牧場 498＋121：38．91� 5．3�
23 クリノヴィクトリア 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 436＋ 21：39．0クビ 7．6�
35 スマイルメロディー 牝3栗 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 428＋ 8 〃 ハナ 37．6�
48 ナチュラルシンジュ 牝3栗 54 柴山 雄一 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 454＋ 61：39．21� 180．2	
612 オーシャンティ 牝3黒鹿54 田中 勝春島川 
哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 468± 01：39．83� 6．0�
12 アポロセシル 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 404＋ 41：39．9� 232．4�
713 ヴィクトリアレーヴ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎大塚 亮一氏 上原 博之 浦河 有限会社
吉田ファーム B418＋ 61：40．0� 31．3

510 サウンドベティ 牝3鹿 54 吉田 隼人増田 雄一氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 432－ 21：40．42� 35．1�
611 セブンシーミノル 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 434＋101：40．5クビ 66．8�
36 ネオヴィットーリア 牝3黒鹿54 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 462＋121：40．6� 8．3�
815 ルーセントオーデ 牝3鹿 54 柴田 善臣吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 三輪牧場 468± 0 〃 クビ 6．8�
816 クイーンズスタイル 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 448＋ 61：41．45 75．8�

24 クインズスプリング 牝3芦 54
52 △伴 啓太亀田 和弘氏 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 466＋ 21：41．82� 271．2�

714 マダムフィガロ 牝3芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 田原橋本牧場 B486－ 61：42．97 26．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，884，600円 複勝： 49，839，600円 枠連： 15，376，200円
馬連： 67，798，800円 馬単： 30，113，800円 ワイド： 46，629，000円
3連複： 96，167，800円 3連単： 106，407，900円 計： 441，217，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 380円 � 190円 枠 連（4－5） 1，830円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 520円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 28，720円

票 数

単勝票数 計 288846 的中 � 64724（1番人気）
複勝票数 計 498396 的中 � 105891（1番人気）� 26030（7番人気）� 69902（2番人気）
枠連票数 計 153762 的中 （4－5） 6484（8番人気）
馬連票数 計 677988 的中 �� 18369（13番人気）
馬単票数 計 301138 的中 �� 4862（20番人気）
ワイド票数 計 466290 的中 �� 10785（14番人気）�� 24559（3番人気）�� 6634（18番人気）
3連複票数 計 961678 的中 ��� 14078（16番人気）
3連単票数 計1064079 的中 ��� 2686（85番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．8―12．8―12．8―12．3―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．0―34．8―47．6―1：00．4―1：12．7―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュブリーユ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 El Prado デビュー 2016．12．4 中山2着

2014．4．15生 牝3芦 母 ミ ュ ー ジ ー 母母 Foible 8戦1勝 賞金 13，600，000円
〔制裁〕 アポロセシル号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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 ノーブルデザイア号・ピーナッツバター号・フォーエバースカイ号・ペイシャリサ号

15026 6月10日 晴 良 （29東京3）第3日 第2競走 ��
��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

24 ダイヤインザラフ 牝3黒鹿54 田中 勝春 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 志尚 412± 01：19．4 5．5�
816 ダノンイーグル 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 クビ 3．0�
23 ロードコメット �3栗 56

53 ▲菊沢 一樹 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 502－ 21：19．71� 3．3�
612 ディスカバー 牡3鹿 56 内田 博幸村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 458＋ 41：20．55 9．3�
36 コウセイエリザベス 牝3鹿 54 江田 照男杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 468－ 21：20．6クビ 19．2�
611 ルーチェミラコロ 牡3黒鹿56 丸山 元気 �グリーンファーム伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 450± 0 〃 クビ 35．1	
59 タカイチホワイト 牝3芦 54 平野 優髙橋 一郎氏 伊藤 大士 浦河 野表 俊一 438＋ 81：20．81 179．7

35 タニセンジュピター 牡3鹿 56 蛯名 正義染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 454± 01：20．9� 71．7�
11 スフェリスティリオ 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム B480＋ 61：21．64 255．3�
713 ハーツクラブ 牡3黒鹿56 横山 和生窪田 康志氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 41：21．7クビ 36．0
48 リマインドミー 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 若林牧場 B492± 01：21．8	 21．2�
47 タイセイストリーク 牡3黒鹿56 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 千代田牧場 498＋ 41：22．43	 8．4�
714 ロ ー ラ ン 牝3鹿 54 江田 勇亮田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 518＋321：22．71� 273．6�
815 タイセイオネスティ �3鹿 56 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 谷川牧場 B464＋ 41：23．12	 57．9�
12 ゼネラルレジーナ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太 �ジェネラルレーシング 小桧山 悟 新冠 川上牧場 434 ―1：23．31 181．4�
510 グレーミーティア 牝3芦 54 武士沢友治 �ローレルレーシング 天間 昭一 浦河 チェスナット

ファーム 448 ―1：26．6大差 66．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，358，100円 複勝： 38，961，200円 枠連： 18，136，800円
馬連： 61，332，000円 馬単： 28，979，900円 ワイド： 34，594，100円
3連複： 80，709，100円 3連単： 101，239，900円 計： 388，311，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 150円 � 130円 � 130円 枠 連（2－8） 340円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 360円 �� 330円 �� 220円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 5，210円

票 数

単勝票数 計 243581 的中 � 35069（3番人気）
複勝票数 計 389612 的中 � 57985（3番人気）� 81032（1番人気）� 80446（2番人気）
枠連票数 計 181368 的中 （2－8） 41325（1番人気）
馬連票数 計 613320 的中 �� 47282（3番人気）
馬単票数 計 289799 的中 �� 10815（6番人気）
ワイド票数 計 345941 的中 �� 23099（3番人気）�� 25136（2番人気）�� 44428（1番人気）
3連複票数 計 807091 的中 ��� 81443（1番人気）
3連単票数 計1012399 的中 ��� 14086（9番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．5―11．8―11．9―12．6―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．2―29．7―41．5―53．4―1：06．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイヤインザラフ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2017．3．4 中山5着

2014．3．21生 牝3黒鹿 母 スーパーラヴァー 母母 サウスオードリー 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔発走状況〕 グレーミーティア号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレーミーティア号は，「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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ストレンジャー号・ドントキャッチミー号・ハコダテオウカ号
（非抽選馬） 4頭 ガンマレポリス号・キャプテンルフィ号・セブンレジェンド号・ロイヤルルシアン号

第３回 東京競馬 第３日



15027 6月10日 晴 良 （29東京3）第3日 第3競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 オ ー ル イ ン 牡3鹿 56 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 438＋ 61：26．2 15．1�
12 キーネットワーク 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎北前孔一郎氏 相沢 郁 日高 豊田田村牧場 480＋ 61：26．3� 7．0�
612 グラスブルース 牡3鹿 56 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 510± 01：26．4� 8．0�
11 パーティーピーポー 牡3鹿 56 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468－10 〃 クビ 12．3�
59 アーバンイェーガー 牡3黒鹿56 内田 博幸西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 508－ 41：26．5� 5．0�
35 クインズダルビー 牡3鹿 56 黛 弘人亀田 和弘氏 奥平 雅士 新ひだか 村上牧場 B462± 01：26．6クビ 43．1	
47 リネンマックス 牡3鹿 56 柴田 大知戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 460－12 〃 アタマ 72．4

48 マイネルヘミニス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 61：26．81 16．3�
714 アルングリム 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 548＋ 21：27．54 31．4
24 ペイシャデック 牝3鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 482－10 〃 クビ 58．9�
713 ス ト レ ヌ ア 牝3黒鹿54 石橋 脩鈴木 慈雄氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 426± 01：27．71 15．3�
510 ショウナンアリスト 牡3黒鹿56 柴山 雄一国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 482－ 8 〃 クビ 32．5�
815 エイブルメモリー 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 452－101：27．8クビ 107．6�
23 ヨ ッ テ ケ 牡3栗 56 北村 宏司高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか グランド牧場 478＋ 8 〃 クビ 2．9�
816 ル ー フ ァ ス 牡3栗 56 津村 明秀�G1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 482－ 41：27．9クビ 27．9�
36 パーフェクトプラン 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �フジワラ・ファーム 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム 460－ 81：28．75 119．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，576，900円 複勝： 49，621，400円 枠連： 18，067，700円
馬連： 66，964，500円 馬単： 30，575，400円 ワイド： 44，133，000円
3連複： 93，464，800円 3連単： 107，043，900円 計： 438，447，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 310円 � 250円 � 260円 枠 連（1－6） 1，220円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 11，610円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，860円 �� 960円

3 連 複 ��� 12，890円 3 連 単 ��� 96，640円

票 数

単勝票数 計 285769 的中 � 15058（6番人気）
複勝票数 計 496214 的中 � 39399（5番人気）� 52537（3番人気）� 51961（4番人気）
枠連票数 計 180677 的中 （1－6） 11431（6番人気）
馬連票数 計 669645 的中 �� 10769（17番人気）
馬単票数 計 305754 的中 �� 1975（43番人気）
ワイド票数 計 441330 的中 �� 7998（13番人気）�� 6018（21番人気）�� 12050（9番人気）
3連複票数 計 934648 的中 ��� 5436（39番人気）
3連単票数 計1070439 的中 ��� 803（295番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．6―47．9―1：00．0―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ー ル イ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．7．30 新潟6着

2014．3．5生 牡3鹿 母 マジカルシェイプ 母母 モーメンツオブマジック 10戦1勝 賞金 8，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デビルオブスピーチ号
（非抽選馬） 1頭 カクタスバンガー号

15028 6月10日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29東京3）第3日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：17．5良・良

11 サ マ ー ラ ヴ 牡6黒鹿60 上野 翔�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム 460－ 43：19．9 7．3�
814 ボブキャット 牡7鹿 60 草野 太郎村木 克子氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 500－ 23：20．75 74．5�
46 レジェンドパワー �5黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 430－ 23：21．44 7．8�
711 リミットブレイク �5鹿 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 516± 03：21．61� 13．5�
610 ブルーオリエント 牝4鹿 58 熊沢 重文桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 466－ 4 〃 ハナ 22．9	
33 � タイセイエナジー 牡5栗 60 石神 深一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B478＋ 43：22．13 11．9

34 ハリケーンリリー �6鹿 60 難波 剛健山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 木村牧場 502－10 〃 クビ 37．6�
58 レッドルーラー 牡7鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 500± 03：23．69 2．9�
45 サウンドカール 牡6青鹿60 植野 貴也増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 476± 03：26．1大差 111．1
57 キャプテンブレイズ 牡4鹿 60 蓑島 靖典玉井 宏和氏 南田美知雄 浦河 笹島 政信 534＋ 8 〃 アタマ 230．2�
712� クリノツネチャン 牝6栗 58 江田 勇亮栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 470＋ 8 〃 ハナ 276．3�
22 バイタルフォルム 牡7黒鹿60 高野 和馬ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 藤春 修二 516＋12 （競走中止） 61．3�
69 ジ ェ ラ ル ド �8栗 60 高田 潤 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 4 （競走中止） 2．7�
813� クリノダイシャリン 牡5栗 60 金子 光希栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 504－ 2 （競走中止） 112．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，244，500円 複勝： 27，518，000円 枠連： 13，347，300円
馬連： 47，426，400円 馬単： 25，642，300円 ワイド： 29，060，500円
3連複： 66，855，400円 3連単： 96，373，800円 計： 327，468，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 1，280円 � 200円 枠 連（1－8） 9，480円

馬 連 �� 20，670円 馬 単 �� 33，970円

ワ イ ド �� 4，630円 �� 740円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 30，330円 3 連 単 ��� 207，940円

票 数

単勝票数 計 212445 的中 � 23165（3番人気）
複勝票数 計 275180 的中 � 33395（4番人気）� 4334（10番人気）� 41982（3番人気）
枠連票数 計 133473 的中 （1－8） 1091（24番人気）
馬連票数 計 474264 的中 �� 1778（35番人気）
馬単票数 計 256423 的中 �� 566（66番人気）
ワイド票数 計 290605 的中 �� 1561（33番人気）�� 10737（8番人気）�� 2726（26番人気）
3連複票数 計 668554 的中 ��� 1653（69番人気）
3連単票数 計 963738 的中 ��� 336（405番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 51．5－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サ マ ー ラ ヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2013．8．11 新潟10着

2011．4．25生 牡6黒鹿 母 フェスティブシャン 母母 マジックオナー 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 ジェラルド号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

バイタルフォルム号は，2周目8号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「ジェラルド」号に触れ，転倒したため競走中止。
クリノダイシャリン号は，2周目8号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「バイタルフォルム」号の影響で，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サビーナクレスタ号
（非抽選馬） 1頭 プレシャスムーン号



15029 6月10日 晴 良 （29東京3）第3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

817 プ レ ト リ ア 牡2鹿 54 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 430 ―1：23．6 19．2�
23 レピアーウィット 牡2栗 54 M．デムーロ 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 512 ―1：23．7� 1．5�
59 マイネルキャドー 牡2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 むかわ 市川牧場 454 ― 〃 アタマ 7．2�
24 ファストアプローチ 牡2栗 54 戸崎 圭太山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 536 ―1：24．01� 7．7�
48 キミワテンマ 牡2鹿 54 柴山 雄一浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 470 ―1：24．32 22．3�
12 ミヤビチーター 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 458 ― 〃 ハナ 44．8	
36 ベルウッドキング 牡2鹿 54 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 増尾牧場 446 ― 〃 クビ 49．5

11 クワトロダッシュ 牡2栗 54

53 ☆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 478 ―1：24．51� 27．5�

818 ゴールドエントリー 牡2鹿 54 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 488 ―1：24．92� 85．0�
510 オルレアンノムスコ 牡2栗 54 田辺 裕信ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 450 ― 〃 ハナ 56．5�
611 レディーブラント 牝2鹿 54 柴田 善臣 ダイヤモンドファーム 石栗 龍彦 浦河 ダイヤモンドファーム 422 ―1：25．11� 237．0�
35 ノーブルメジャー 牝2黒鹿54 大野 拓弥吉木 伸彦氏 田村 康仁 日高 タバタファーム 392 ―1：25．2� 33．5�
47 ヴォルフスブルク 牡2芦 54 石川裕紀人 コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 428 ―1：25．51� 109．3�
612 ネイチャータイム 牡2鹿 54 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 日高 中川 欽一 412 ― 〃 クビ 299．4�
816 ミ ス ベ ル 牝2鹿 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 426 ―1：25．71� 183．6�
715 モリトカチグリ 牡2鹿 54 内田 博幸石橋 忠之氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 450 ―1：26．12� 247．4�
714 レッドチェイサー 牡2栗 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 466 ―1：26．52� 33．4�
713 ビッグフライト 牡2芦 54

51 ▲野中悠太郎 スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 460 ―1：28．6大差 253．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 53，897，100円 複勝： 59，774，900円 枠連： 22，937，800円
馬連： 74，670，900円 馬単： 43，623，400円 ワイド： 48，843，700円
3連複： 96，382，000円 3連単： 131，173，800円 計： 531，303，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 230円 � 110円 � 150円 枠 連（2－8） 700円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 410円 �� 880円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 17，190円

票 数

単勝票数 計 538971 的中 � 23728（4番人気）
複勝票数 計 597749 的中 � 41899（4番人気）� 236061（1番人気）� 80120（2番人気）
枠連票数 計 229378 的中 （2－8） 25389（3番人気）
馬連票数 計 746709 的中 �� 49892（3番人気）
馬単票数 計 436234 的中 �� 7539（13番人気）
ワイド票数 計 488437 的中 �� 29696（3番人気）�� 12434（9番人気）�� 57108（2番人気）
3連複票数 計 963820 的中 ��� 39823（2番人気）
3連単票数 計1311738 的中 ��� 5531（43番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．4―12．4―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．4―48．8―1：00．4―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．8
3 ・（2，6）（4，7）（5，8）（1，9，10，16）－（3，18）12，11，17－14，15，13 4 ・（2，6）（5，4，7，16）（8，12）（1，9，10，3）（18，17）11，15－14，13
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

プ レ ト リ ア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2015．5．3生 牡2鹿 母 ダイワエタニティー 母母 ダイワルージュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15030 6月10日 晴 良 （29東京3）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時00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

510 レッドボヌール 牝3鹿 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 426－ 42：01．1 23．4�
11 ラグナアズーラ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 クビ 2．5�
612 ベルウッドミライ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 市川フアーム 462－ 42：01．31� 144．7�
47 ハ ウ エ バ ー 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 408± 02：01．4クビ 41．2�
24 モ ク レ レ 牡3黒鹿56 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 492＋ 22：01．61� 3．5	
816 スカーレットラバー 牡3鹿 56 丸山 元気村島 昭男氏 大和田 成 新冠 カミイスタット 480＋ 22：01．91	 4．9

48 コ ー ブ ル ク 牡3栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 512＋162：02．0� 18．1�
35 パ ッ キ ー ノ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太吉田 和美氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 486－ 62：02．21 289．4�
611 ヤマニンゼーレ 牡3鹿 56 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 496＋ 4 〃 ハナ 19．4
713 ベストプライド 牡3黒鹿56 大野 拓弥堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 440＋ 42：02．62� 9．1�
815 バトルオスカー 牡3黒鹿56 吉田 隼人宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 競優牧場 480－122：02．92 133．8�
36 ピジョンレッド 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 408－ 22：03．11 43．3�
59 イノセンシア 牡3鹿 56 津村 明秀中村 広樹氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム B438－ 42：03．52� 366．6�
714 オプレスバイオ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 502－ 22：03．6	 26．8�
12 ロクモンセン 牡3鹿 56 柴山 雄一福田 光博氏 根本 康広 日高 高山牧場 456－122：04．87 479．1�
23 
 オ ー パ ー ツ 牝3芦 54

51 ▲菊沢 一樹岡田 牧雄氏 萩原 清 米 Charles
H. Deters 446＋ 22：05．65 271．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，320，400円 複勝： 57，252，900円 枠連： 19，049，600円
馬連： 83，410，900円 馬単： 40，420，800円 ワイド： 51，975，200円
3連複： 101，472，400円 3連単： 134，588，700円 計： 532，490，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 420円 � 160円 � 1，800円 枠 連（1－5） 2，280円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 24，350円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 87，570円 3 連 単 ��� 516，270円

票 数

単勝票数 計 443204 的中 � 15092（7番人気）
複勝票数 計 572529 的中 � 32031（6番人気）� 122379（1番人気）� 6363（11番人気）
枠連票数 計 190496 的中 （1－5） 6470（9番人気）
馬連票数 計 834109 的中 �� 24142（9番人気）
馬単票数 計 404208 的中 �� 3739（27番人気）
ワイド票数 計 519752 的中 �� 12106（10番人気）�� 537（73番人気）�� 2537（36番人気）
3連複票数 計1014724 的中 ��� 869（133番人気）
3連単票数 計1345887 的中 ��� 189（769番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．8―12．1―12．3―12．5―12．4―11．8―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．2―48．3―1：00．6―1：13．1―1：25．5―1：37．3―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

レッドボヌール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dr Fong デビュー 2016．12．17 中山12着

2014．2．18生 牝3鹿 母 セ リ メ ー ヌ 母母 Lunassa 4戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 ヴァッラータ号・コスモストレンジ号・コンフォルツァ号・サンシロウ号・シングンマイケル号・フレスコパスト号・

ホウオウジャンプ号・レッドアメリア号



15031 6月10日 晴 良 （29東京3）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：33．8
1：33．3

重
良

816 オージャイト 牝4鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482± 01：37．6 4．4�
59 ダイワミランダ 牝5栗 55

52 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 514＋ 41：37．92 19．1�
24 ノーブルサンズ 牝4栗 55 内田 博幸吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444－ 21：38．0クビ 6．5�
48 ルーレットクイーン 牝4栗 55 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 438－ 4 〃 クビ 8．2�
815 ピントゥリッキオ 牝4鹿 55 大野 拓弥大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 456± 0 〃 ハナ 6．3	
611 アポロマーキュリー 牝3栗 52 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 464＋ 41：38．1クビ 3．9

47 マコトカンパネッロ 牝5栗 55 津村 明秀�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 450－ 61：38．52� 25．3�
11 ス ク ラ ッ タ 牝4黒鹿55 田辺 裕信吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 418＋161：38．6� 10．0�
12 スモモチャン 牝4栗 55 丸山 元気ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 444＋ 41：39．02� 24．7
612 ア ウ ア ウ 牝4鹿 55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 510＋ 6 〃 アタマ 45．6�
23 ラインセイラ 牝4栗 55

52 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 464－ 81：39．1クビ 47．9�
713 ブライトガーランド 牝4栗 55 柴田 大知下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B492＋ 61：39．31� 82．3�
36 � ペンタプリズム 牝5青鹿55 蛯名 正義吉川 朋宏氏 堀井 雅広 安平 ノーザンファーム 466－111：39．62 52．7�
714 テ イ ア 牝5鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 81：40．55 368．2�
35 ファニーヒロイン 牝4栗 55 勝浦 正樹青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480－ 21：41．24 90．1�
510� ブラックプール 牝3黒鹿 52

49 ▲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 484＋ 8 〃 ハナ 49．7�
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売 得 金
単勝： 36，045，600円 複勝： 60，450，600円 枠連： 26，636，700円
馬連： 90，492，300円 馬単： 37，584，400円 ワイド： 53，427，400円
3連複： 112，822，900円 3連単： 134，830，500円 計： 552，290，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 550円 � 220円 枠 連（5－8） 2，020円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 690円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 11，860円 3 連 単 ��� 60，820円

票 数

単勝票数 計 360456 的中 � 64647（2番人気）
複勝票数 計 604506 的中 � 89380（2番人気）� 23478（9番人気）� 75142（4番人気）
枠連票数 計 266367 的中 （5－8） 10210（12番人気）
馬連票数 計 904923 的中 �� 12783（19番人気）
馬単票数 計 375844 的中 �� 3118（34番人気）
ワイド票数 計 534274 的中 �� 6564（22番人気）�� 21083（7番人気）�� 6273（25番人気）
3連複票数 計1128229 的中 ��� 7130（35番人気）
3連単票数 計1348305 的中 ��� 1607（187番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．4―47．5―1：00．2―1：12．6―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オージャイト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．12．19 中山5着

2013．2．3生 牝4鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 8戦3勝 賞金 21，500，000円

15032 6月10日 晴 良 （29東京3）第3日 第8競走 ��2，400�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53�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
2：22．1
2：22．1

良
良

44 ヘリファルテ 牡3鹿 53 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470－ 22：27．8 1．8�
810 マコトギンスバーグ 牡5鹿 57 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 466± 02：28．11� 22．2�
55 ミッキーロイヤル 牡3鹿 53 内田 博幸野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 480－ 62：28．41� 6．3�
66 バラダガール 牝3黒鹿51 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 536＋ 22：28．5� 5．3�
79 ディスピュート 牡4鹿 57 勝浦 正樹畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 B426－ 62：28．81� 16．7	
811 プランスシャルマン 牡4栗 57 田辺 裕信村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456－ 82：29．11� 6．4

33 � マ リ ネ リ ス 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 412± 02：29．41� 123．8�
67 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡5黒鹿57 柴山 雄一 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 420－ 8 〃 クビ 54．9�
11 � キーフォーサクセス 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム B456＋ 22：29．61� 23．9
22 エジステンツァ 牡3鹿 53 蛯名 正義 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 02：30．55 24．1�
78 � アンビリーバボー 牡4栗 57 宮崎 北斗千葉 正人氏 中川 公成 浦河 成隆牧場 432± 02：32．4大差 176．6�
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売 得 金
単勝： 46，277，300円 複勝： 48，865，200円 枠連： 15，941，900円
馬連： 83，504，700円 馬単： 43，697，400円 ワイド： 47，725，200円
3連複： 100，978，500円 3連単： 168，504，300円 計： 555，494，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 260円 � 160円 枠 連（4－8） 610円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 790円 �� 320円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 13，910円

票 数

単勝票数 計 462773 的中 � 195967（1番人気）
複勝票数 計 488652 的中 � 117222（1番人気）� 36912（5番人気）� 81426（3番人気）
枠連票数 計 159419 的中 （4－8） 20214（3番人気）
馬連票数 計 835047 的中 �� 27479（8番人気）
馬単票数 計 436974 的中 �� 10679（11番人気）
ワイド票数 計 477252 的中 �� 14689（9番人気）�� 43004（2番人気）�� 11760（13番人気）
3連複票数 計1009785 的中 ��� 26152（9番人気）
3連単票数 計1685043 的中 ��� 8778（40番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．9―12．3―12．6―12．5―12．0―12．1―12．0―12．0―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―25．1―38．0―50．3―1：02．9―1：15．4―1：27．4―1：39．5―1：51．5―2：03．5―2：15．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘリファルテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medicean デビュー 2017．4．8 中山1着

2014．4．9生 牡3鹿 母 シ ユ ー マ 母母 Sichilla 3戦2勝 賞金 12，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



15033 6月10日 曇 良 （29東京3）第3日 第9競走 ��
��1，600�

え しま

江 の 島 特 別
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

88 クリアザトラック 牡3鹿 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448± 01：34．0 2．3�
77 キャプテンペリー �4栗 57 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 480＋ 21：34．1	 8．4�
89 ストーミーシー 牡4栗 57 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 520＋ 2 〃 ハナ 4．5�
33 ポールヴァンドル 牝3芦 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 530－ 41：34．41	 5．5�
11 ペルソナリテ 牝4鹿 55 柴田 大知 �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 418＋ 21：34．61
 5．9	
66 カトルラポール 牝4鹿 55 松岡 正海石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 478＋ 8 〃 クビ 62．6

55 ベアインマインド 牝4鹿 55 内田 博幸宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 ハナ 12．6�
44 リュウツバメ 牝7鹿 55 丸田 恭介田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 544－ 21：35．02
 173．6�
22 ロードリベラル 牡3黒鹿54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 スマイルファーム 416－ 61：35．31
 29．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 53，886，100円 複勝： 63，089，800円 枠連： 21，395，100円
馬連： 115，732，100円 馬単： 56，754，200円 ワイド： 56，332，900円
3連複： 137，004，500円 3連単： 272，469，600円 計： 776，664，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（7－8） 680円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 350円 �� 280円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 4，860円

票 数

単勝票数 計 538861 的中 � 184875（1番人気）
複勝票数 計 630898 的中 � 165538（1番人気）� 72746（5番人気）� 106683（2番人気）
枠連票数 計 213951 的中 （7－8） 24210（4番人気）
馬連票数 計1157321 的中 �� 101929（4番人気）
馬単票数 計 567542 的中 �� 35392（3番人気）
ワイド票数 計 563329 的中 �� 41512（5番人気）�� 56099（1番人気）�� 23978（9番人気）
3連複票数 計1370045 的中 ��� 88523（3番人気）
3連単票数 計2724696 的中 ��� 40584（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．5―36．2―48．1―59．8―1：10．9―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．2
3 3（1，6）8（2，7）9，4，5 4 ・（1，3，6）（2，7，8）9，4，5

勝馬の
紹 介

クリアザトラック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．11．5 京都1着

2014．2．9生 牡3鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 5戦3勝 賞金 29，417，000円

15034 6月10日 曇 良 （29東京3）第3日 第10競走 ��
��2，100�

は ち お う じ

八 王 子 特 別
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

815 プリンシアコメータ 牝4黒鹿55 横山 典弘芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント
ファーム B478＋ 82：11．6 1．8�

58 ピアシングステア 牡5栗 57 石橋 脩水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 498－ 42：12．45 24．6�
35 マイネルビクトリー 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 486± 0 〃 クビ 5．8�
814 フジマサエンペラー �8黒鹿57 柴田 善臣藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 496－ 62：12．5クビ 19．3�
610 ダイワインパルス 牡5鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 492＋ 22：12．6	 21．0�
712 キールコネクション 牡5栗 57 黛 弘人水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B476－ 22：12．81
 117．5	
34 クールエイジア 牡5鹿 57 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 468－ 42：13．11	 24．2

23 サンライズレーヴ 牡6栗 57 蛯名 正義松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476－ 42：13．52
 152．9�
713 クインズウィンダム 牡3鹿 54 戸崎 圭太亀田 和弘氏 奥平 雅士 新冠 隆栄牧場 540＋ 4 〃 ハナ 6．4�
47 パレスハングリー 牝3黒鹿52 田中 勝春西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 464＋102：13．6	 11．1
611� リゼコーフィー 牡6黒鹿57 木幡 巧也飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 486＋ 22：13．7
 149．7�
59 アバオアクー 牡5鹿 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B508＋ 62：14．02 13．8�
11 � メイショウトリトン 牡7黒鹿57 柴山 雄一松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 480－ 62：14．1
 157．1�
46 ナ ス カ ザ ン 牝5鹿 55 石川裕紀人小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B486－ 82：15．16 225．4�
22 アスタキサンチン 牝5栗 55 内田 博幸三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B460－ 22：16．9大差 223．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，413，600円 複勝： 108，764，200円 枠連： 37，034，100円
馬連： 168，966，600円 馬単： 74，838，900円 ワイド： 83，666，100円
3連複： 221，307，700円 3連単： 329，324，900円 計： 1，082，316，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 330円 � 160円 枠 連（5－8） 690円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 750円 �� 240円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 13，800円

票 数

単勝票数 計 584136 的中 � 253725（1番人気）
複勝票数 計1087642 的中 � 443261（1番人気）� 48195（7番人気）� 142104（2番人気）
枠連票数 計 370341 的中 （5－8） 41561（3番人気）
馬連票数 計1689666 的中 �� 62033（9番人気）
馬単票数 計 748389 的中 �� 19471（10番人気）
ワイド票数 計 836661 的中 �� 26226（10番人気）�� 105000（1番人気）�� 12704（18番人気）
3連複票数 計2213077 的中 ��� 56851（9番人気）
3連単票数 計3293249 的中 ��� 17297（39番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―12．4―12．2―12．4―13．2―12．5―12．3―12．4―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．6―31．0―43．2―55．6―1：08．8―1：21．3―1：33．6―1：46．0―1：58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
7，15－（2，10，11）4（1，5，12，8）13，6，14－3－9
7（15，11，8）（10，12，13）（4，5，14）（2，1）6，3－9

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

勝馬の
紹 介

プリンシアコメータ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2015．10．25 東京7着

2013．3．7生 牝4黒鹿 母 ベルモントフェリス 母母 マ チ ス 15戦4勝 賞金 61，610，000円



15035 6月10日 晴 良 （29東京3）第3日 第11競走 ��
��1，600�アハルテケステークス

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，28．6．11以降29．6．4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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

48 メイショウウタゲ 牡6栗 55 内田 博幸松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 514－ 41：36．6 17．3�
816 ラテンロック 牡6鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 504＋ 21：36．7� 10．9�
47 � チャーリーブレイヴ 	7鹿 56 吉田 隼人林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham 500＋ 41：36．91 53．3�
815 ブライトアイディア 牡7栗 54 津村 明秀小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B520＋ 4 〃 ハナ 67．8�
11 ラインシュナイダー 牡5鹿 54 石川裕紀人大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 474± 0 〃 クビ 8．7�
24 モズライジン 牡5芦 55 北村 宏司 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 472－ 61：37．11 41．2	
611� ゴールデンバローズ 牡5栗 55 M．デムーロ猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-

bres Farm 528－ 6 〃 クビ 2．3

59 � ドリームキラリ 牡5青 56 松岡 正海ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC 486± 01：37．2クビ 14．2�
714 サ ノ イ チ 牡6鹿 54 柴田 大知佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 B474－ 2 〃 クビ 76．4�
36 ブライトライン 牡8青 58 石橋 脩�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 532± 01：37．3� 16．1
612 カ ゼ ノ コ 牡6鹿 57．5 横山 典弘�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458＋ 21：37．4� 14．3�
23 ア ル タ イ ル 牡5栗 56．5 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B486＋ 21：37．71� 3．7�
510 シャトーウインド 牡7黒鹿53 丸田 恭介円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 464－141：37．91 336．2�
35 メイショウヒコボシ 牡6鹿 54 勝浦 正樹松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 526＋ 41：38．11 242．6�
713 サンライズホーム 牡6青鹿54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 B482－221：38．31� 64．0�
12 キョウエイアシュラ 牡10鹿 55 蛯名 正義田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 478－ 6 〃 ハナ 250．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 102，820，400円 複勝： 151，907，400円 枠連： 67，116，400円
馬連： 363，771，800円 馬単： 148，614，000円 ワイド： 172，216，700円
3連複： 505，189，100円 3連単： 786，992，300円 計： 2，298，628，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 440円 � 340円 � 1，270円 枠 連（4－8） 4，240円

馬 連 �� 8，600円 馬 単 �� 17，920円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 5，950円 �� 5，790円

3 連 複 ��� 89，820円 3 連 単 ��� 573，430円

票 数

単勝票数 計1028204 的中 � 47315（8番人気）
複勝票数 計1519074 的中 � 93248（7番人気）� 128168（4番人気）� 28420（11番人気）
枠連票数 計 671164 的中 （4－8） 12257（15番人気）
馬連票数 計3637718 的中 �� 32781（28番人気）
馬単票数 計1486140 的中 �� 6219（55番人気）
ワイド票数 計1722167 的中 �� 22882（19番人気）�� 7406（47番人気）�� 7605（45番人気）
3連複票数 計5051891 的中 ��� 4218（172番人気）
3連単票数 計7869923 的中 ��� 995（1015番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．7―12．5―12．2―11．9―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．4―47．9―1：00．1―1：12．0―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウウタゲ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．3．23 阪神1着

2011．5．6生 牡6栗 母 シールビーバック 母母 マロンシェーバー 27戦6勝 賞金 133，368，000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） 1頭 ナリタハリケーン号
（非抽選馬） 3頭 ダンツプリウス号・ピンポン号・フィールザスマート号

15036 6月10日 晴 良 （29東京3）第3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

715 ナンヨーアミーコ 牡4栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428＋ 81：21．6 5．0�
714 ス カ ル バ ン 牡3鹿 54 M．デムーロ�KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 492－ 41：21．92 3．9�
24 ジョンブリアン 牝4黒鹿55 北村 宏司 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 454－101：22．11 31．9�
23 � ウォークロニクル 牝5青鹿 55

54 ☆木幡 初也 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472＋ 8 〃 クビ 11．4�
12 ショウナンアンセム 牡4芦 57 内田 博幸�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 478± 0 〃 ハナ 2．5	
816	 ヴァイスジーニー 牡3芦 54 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

502－ 41：22．2
 23．4

510 プルメリアブーケ 牝4栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 52．3�
36 エイブルボス 牡5黒鹿57 蛯名 正義中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 470± 01：22．3
 47．2�
35 ル ノ ー ト ル �4青鹿57 田辺 裕信吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 クビ 29．0
59 ムーンマジェスティ 牡5栗 57

54 ▲横山 武史伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 430－ 21：22．4クビ 90．6�
48 	 アースコレクション 牡4鹿 57 大野 拓弥 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

516－221：22．5� 11．3�
817 パ ス ト ラ ル 牝3黒鹿 52

49 ▲菊沢 一樹岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 464＋141：22．6クビ 47．4�
713 カワキタピリカ 牡4鹿 57 吉田 豊川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 496－ 2 〃 ハナ 136．0�
47 	� シラーグランツ 牝4芦 55

52 ▲武藤 雅 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 米 Double K

LLC B464＋ 21：22．81 263．3�
612 シンボリラパス 牡4栗 57 柴田 大知シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B480－ 21：23．01 121．9�
11 アルジャントゥイユ 牡3栗 54 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 436－ 21：23．21 85．0�
611 フジマサアクトレス 牝4鹿 55

52 ▲野中悠太郎藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B448＋ 2 〃 ハナ 49．0�
818 ガーネットバローズ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 村本牧場 468＋ 61：23．83
 233．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 80，315，700円 複勝： 114，807，500円 枠連： 58，011，500円
馬連： 197，744，300円 馬単： 82，375，500円 ワイド： 119，779，700円
3連複： 286，041，000円 3連単： 391，898，200円 計： 1，330，973，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 180円 � 640円 枠 連（7－7） 1，190円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 460円 �� 3，260円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 13，550円 3 連 単 ��� 60，990円

票 数

単勝票数 計 803157 的中 � 126613（3番人気）
複勝票数 計1148075 的中 � 180640（3番人気）� 195727（2番人気）� 34560（7番人気）
枠連票数 計 580115 的中 （7－7） 37620（4番人気）
馬連票数 計1977443 的中 �� 124390（3番人気）
馬単票数 計 823755 的中 �� 26562（7番人気）
ワイド票数 計1197797 的中 �� 73082（3番人気）�� 8912（33番人気）�� 14513（19番人気）
3連複票数 計2860410 的中 ��� 15831（38番人気）
3連単票数 計3918982 的中 ��� 4658（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―34．8―46．6―57．9―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 ・（17，14）7，18，5（2，10，13）（4，3，12）11（6，16）（9，8）（1，15） 4 14（7，17，18）（10，13）（5，4，2）（3，12）（9，6，11）（1，8，16，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンヨーアミーコ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．11 福島2着

2013．4．15生 牡4栗 母 ピクシーダスト 母母 シャンクシー 13戦3勝 賞金 38，110，000円



（29東京3）第3日 6月10日（土曜日） 晴一時曇 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
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

208，230，000円
11，550，000円
1，300，000円
22，970，000円
73，383，000円
5，520，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
579，040，300円
830，852，700円
333，051，100円
1，421，815，300円
643，220，000円
788，383，500円
1，898，395，200円
2，760，847，800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 9，255，605，900円

総入場人員 26，233名 （有料入場人員 24，552名）
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