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15061 6月18日 曇 良 （29東京3）第6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）

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 ハイアーグラウンド 牡3鹿 56 内田 博幸小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 494＋ 41：39．5 4．0�
36 コスモオペラ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 岡田 猛 478－ 21：39．71� 15．0�
12 フィールザサンダー 牡3鹿 56 大野 拓弥櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 444± 01：40．02 4．6�
24 プロムナード 牡3黒鹿56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 01：40．53 11．8�
816 サンラファエル 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 武井 亮 安平 ノーザンファーム 492± 01：40．6� 1．9	
714 ピーナッツバター 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉澤 克己氏 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 446＋ 41：41．02� 249．3

815 グリフレット 牡3鹿 56 菱田 裕二 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム B428－ 41：41．1� 103．7�
35 ヒロノワカムシャ �3黒鹿 56

54 △伴 啓太小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 460－201：41．2� 540．6�
611 アイアイハッピー 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新ひだか 見上牧場 470－ 21：41．41 229．2
11 シンパンジャ 牡3黒鹿56 丸田 恭介深澤 朝房氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 486＋ 41：41．5� 108．9�
612 キングファースト 牡3鹿 56 石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 大柳ファーム 468＋ 41：41．6� 15．3�
510 シ ュ パ ー ガ 牡3栗 56 西田雄一郎菊地 剛氏 松永 康利 新冠 つつみ牧場 490－ 6 〃 クビ 50．0�
713 ノーブルシリウス 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 478－ 2 〃 ハナ 454．8�
59 アサクサチャンス 牡3鹿 56 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B470＋ 21：42．13 177．8�
47 コスモディヴァイン 牡3鹿 56 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 青木 孝文 新ひだか 矢野牧場 546 ―1：42．2� 303．7�
23 グリーンマーチ 牡3黒鹿56 菅原 隆一岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 498± 01：42．3� 570．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，576，900円 複勝： 39，896，900円 枠連： 15，851，800円
馬連： 67，601，800円 馬単： 37，004，400円 ワイド： 36，920，100円
3連複： 88，460，500円 3連単： 130，891，900円 計： 449，204，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 270円 � 200円 枠 連（3－4） 2，700円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 590円 �� 350円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 16，500円

票 数

単勝票数 計 325769 的中 � 64404（2番人気）
複勝票数 計 398969 的中 � 83480（2番人気）� 32274（5番人気）� 49430（3番人気）
枠連票数 計 158518 的中 （3－4） 4544（8番人気）
馬連票数 計 676018 的中 �� 22939（10番人気）
馬単票数 計 370044 的中 �� 6946（16番人気）
ワイド票数 計 369201 的中 �� 15628（9番人気）�� 29052（3番人気）�� 10567（12番人気）
3連複票数 計 884605 的中 ��� 25601（10番人気）
3連単票数 計1308919 的中 ��� 5750（53番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．2―12．7―13．3―12．8―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．7―48．4―1：01．7―1：14．5―1：27．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F37．8
3 6，8（2，11）（3，4，15）（9，16）（5，12，14）－（13，10）1＝7 4 6，8（2，11）15（3，4，16）（5，9，14）（1，12）10，13－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハイアーグラウンド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．2．11 東京2着

2014．3．3生 牡3鹿 母 アスピリンスノー 母母 スキーパラダイス 4戦1勝 賞金 10，150，000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） 1頭 タイムトラベル号
（非抽選馬） 2頭 シゲルハリネズミ号・マサリヤヒメ号

15062 6月18日 曇 良 （29東京3）第6日 第2競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

59 パガットケーブ 牡3青鹿56 石川裕紀人 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 512－ 22：15．6 6．0�
714 サ ン シ ロ ウ 牡3鹿 56 酒井 学合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 492－ 4 〃 クビ 18．0�
48 オメガジェルベーラ 牡3栗 56 内田 博幸原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 484－ 22：15．7クビ 3．3�
815 コ ハ ク 牡3栗 56 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 B456＋102：15．8� 3．4�
612 ヒ ス イ 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル B486－ 82：16．01� 10．7�
510 ハーモニーメシアン 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅日下部勝德氏 小野 次郎 日高 今井牧場 B512－ 22：16．31� 159．4	
11 フェイマスラブ 牝3鹿 54 津村 明秀堀江 貞幸氏 松山 将樹 新冠 若林牧場 464± 02：16．4� 14．2

36 マイネルエフォート 牡3鹿 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 B476＋ 5 〃 アタマ 31．3�
35 クインズベガ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也亀田 和弘氏 和田 正道 新冠 隆栄牧場 552－ 62：17．14 46．2
24 ア ッ コ ル ド 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 川上牧場 460＋ 2 〃 ハナ 106．9�
12 リセンティート 牡3鹿 56 田辺 裕信米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 B512± 02：17．42 9．0�
713 ブラウンヘルシャー 牡3鹿 56 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 新ひだか 佐竹 学 488± 02：17．93 237．8�
47 レッドカサブランカ 牝3鹿 54 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 490－162：18．11� 22．9�
611 ディアジュジュマン 牡3芦 56 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 B468－ 22：18．2� 23．3�
23 ミスターボースン 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 千葉飯田牧場 488± 02：18．41� 376．9�
816 ジュンウトナイ 牝3鹿 54 菱田 裕二河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 444＋ 22：24．6大差 357．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，574，400円 複勝： 39，342，200円 枠連： 16，224，300円
馬連： 63，913，900円 馬単： 29，171，400円 ワイド： 40，915，800円
3連複： 86，618，500円 3連単： 103，636，800円 計： 406，397，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 340円 � 160円 枠 連（5－7） 5，960円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 10，940円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 520円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 52，570円

票 数

単勝票数 計 265744 的中 � 35147（3番人気）
複勝票数 計 393422 的中 � 42836（3番人気）� 24842（6番人気）� 78558（1番人気）
枠連票数 計 162243 的中 （5－7） 2107（21番人気）
馬連票数 計 639139 的中 �� 8987（21番人気）
馬単票数 計 291714 的中 �� 1999（41番人気）
ワイド票数 計 409158 的中 �� 5250（24番人気）�� 21554（3番人気）�� 9600（9番人気）
3連複票数 計 866185 的中 ��� 10037（18番人気）
3連単票数 計1036368 的中 ��� 1429（170番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．4―12．8―13．2―13．3―13．3―13．4―12．9―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．3―30．7―43．5―56．7―1：10．0―1：23．3―1：36．7―1：49．6―2：02．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F38．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

パガットケーブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2017．1．8 中山5着

2014．3．2生 牡3青鹿 母 トロピカルブラッサム 母母 Barbara Sue 4戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンウトナイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月18日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クインズチラゴー号

第３回 東京競馬 第６日



15063 6月18日 曇 良 （29東京3）第6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

48 フォーティプリンス 牡3栗 56 戸崎 圭太ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 474± 01：26．8 1．7�
23 アポロモンスター 牡3栗 56 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 小屋畑 和久 490＋ 21：26．9� 4．2�
510 ブライトインベガス 牡3黒鹿56 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－201：28．07 408．3�
24 シャイニーギフト 牡3黒鹿56 石川裕紀人ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 478－161：28．1� 128．1�
59 ストレンジャー 牡3黒鹿56 内田 博幸�KTレーシング 奥村 武 新冠 的場牧場 482＋ 41：28．2クビ 28．0	
815 プラクティス 牡3黒鹿56 田中 勝春
ターフ・スポート松永 康利 新ひだか 高橋 義浩 478± 01：28．3� 11．9�
816 ミステリーモリオン 牡3鹿 56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 468＋ 21：28．51	 7．0�
35 ドントキャッチミー 牝3黒鹿54 江田 照男吉田 千津氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 アタマ 29．9
714 バンリノユウシャ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 506＋ 21：28．71 117．3�
611 アキサミヨー 牝3芦 54 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 422－ 2 〃 クビ 71．3�
612 デビルオブスピーチ 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹松平 正樹氏 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 498＋ 41：28．8� 18．6�

36 カクタスバンガー 牡3青鹿56 丸田 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 450－ 41：29．33 50．6�

12 ドナペリドット 牝3青鹿54 津村 明秀田� 秀郎氏 池上 昌和 安平 追分ファーム B456－ 61：29．61� 30．5�
11 ガンマレポリス 牡3栗 56 酒井 学キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 442－ 6 〃 クビ 383．5�
47 ロイヤルルシアン 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 タニグチ牧場 434＋ 21：30．13 100．9�
713 ゴールドボーラー 牡3鹿 56 北村 宏司居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 470＋ 21：31．69 224．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，612，000円 複勝： 46，998，400円 枠連： 22，584，000円
馬連： 65，361，600円 馬単： 36，593，900円 ワイド： 39，700，500円
3連複： 85，768，300円 3連単： 126，882，400円 計： 451，501，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 4，470円 枠 連（2－4） 310円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 200円 �� 10，330円 �� 18，550円

3 連 複 ��� 34，170円 3 連 単 ��� 70，760円

票 数

単勝票数 計 276120 的中 � 124968（1番人気）
複勝票数 計 469984 的中 � 190195（1番人気）� 68915（2番人気）� 1271（16番人気）
枠連票数 計 225840 的中 （2－4） 55947（1番人気）
馬連票数 計 653616 的中 �� 140277（1番人気）
馬単票数 計 365939 的中 �� 52856（1番人気）
ワイド票数 計 397005 的中 �� 64563（1番人気）�� 834（55番人気）�� 463（75番人気）
3連複票数 計 857683 的中 ��� 1882（70番人気）
3連単票数 計1268824 的中 ��� 1300（177番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．7―48．5―1：01．0―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーティプリンス �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2016．7．2 福島10着

2014．3．27生 牡3栗 母 マジュスキュール 母母 キャピタルスルー 9戦1勝 賞金 12，100，000円
〔制裁〕 デビルオブスピーチ号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：

6番）
※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） 3頭 カヴァレリア号・セブンレジェンド号・ファインパープル号
（非抽選馬） 1頭 キャプテンルフィ号

15064 6月18日 曇 良 （29東京3）第6日 第4競走 ��
��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

24 ブラックギムレット 牡3黒鹿56 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：47．1 19．8�
47 クラークキー 牡3鹿 56 石川裕紀人保坂 和孝氏 池上 昌弘 新冠 長浜牧場 486＋ 2 〃 ハナ 9．4�
815 パルフェクォーツ 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 532＋ 2 〃 ハナ 2．5�
23 スターライトブルー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 81：47．41� 3．2�
59 ホウオウジャンプ 牡3鹿 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 508± 01：47．5クビ 12．4	
11 ヴェリタブル 牝3栗 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 436－ 41：47．6� 5．9

611 マグニフィセント 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 B510± 01：47．91� 410．9�
36 ショウナンダリア 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 476＋16 〃 クビ 172．1�
35 クインズゴールド 牝3鹿 54 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：48．0クビ 21．1
714 マイネルクロニクル 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 478＋141：48．1� 73．6�
713 コスモストレンジ 牡3栗 56 津村 明秀 �ブルースターズファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 21：48．52� 360．0�
12 ロ ジ キ セ キ 牡3黒鹿56 横山 典弘久米田正明氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 01：48．71 21．8�
48 アグロドルチェ 	3黒鹿56 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504 ―1：48．91� 64．9�
612 ウラドラブルース 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子�向別牧場 根本 康広 新冠 森永 聡 440＋101：49．21� 247．2�
510 テ ミ ス ト 牝3栗 54 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 476 ―1：49．62� 129．7�
816 キングチョウサン 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 464－ 21：51．8大差 545．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，963，200円 複勝： 54，950，800円 枠連： 19，941，700円
馬連： 79，875，600円 馬単： 40，045，300円 ワイド： 50，560，300円
3連複： 103，734，500円 3連単： 145，783，800円 計： 534，855，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 340円 � 270円 � 140円 枠 連（2－4） 1，430円

馬 連 �� 10，160円 馬 単 �� 21，070円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 780円 �� 630円

3 連 複 ��� 6，940円 3 連 単 ��� 83，610円

票 数

単勝票数 計 399632 的中 � 16082（6番人気）
複勝票数 計 549508 的中 � 32811（6番人気）� 45791（5番人気）� 142877（1番人気）
枠連票数 計 199417 的中 （2－4） 10760（6番人気）
馬連票数 計 798756 的中 �� 6087（25番人気）
馬単票数 計 400453 的中 �� 1425（50番人気）
ワイド票数 計 505603 的中 �� 5014（24番人気）�� 16807（8番人気）�� 21290（6番人気）
3連複票数 計1037345 的中 ��� 11208（28番人気）
3連単票数 計1457838 的中 ��� 1264（234番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．9―12．1―12．0―11．9―11．5―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．3―48．4―1：00．4―1：12．3―1：23．8―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ブラックギムレット �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2017．2．4 東京5着

2014．4．1生 牡3黒鹿 母 シチリアーナ 母母 プラチナレディー 7戦1勝 賞金 7，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングチョウサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月18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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ヴァッラータ号・コンフォルツァ号・シュラブ号・シングンマイケル号・フレスコパスト号・リウォード号



曇 良 競走
（芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
良
良

テ ン ク ウ 黒鹿 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場

ニシノベースマン 黒鹿 藤岡 佑介西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場

フォレストガーデン 黒鹿 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル

ウ ィ ズ 鹿 横山 典弘 カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場

モリトユウブ 鹿 戸崎 圭太石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場

アイリスロード 青 ☆木幡 巧也 荻伏服部牧場 和田 雄二 日高 春木 昭雄 クビ

ブルヴェルソン 栗 C．ルメール シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム

マコトオキツカガミ 黒鹿 吉田 豊 ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場

コ ハル チャン 栗 大野 拓弥二口 雅一氏 土田 稔 新冠 村上牧場 クビ

マイネルアーリー 黒鹿 柴田 大知 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 武田牧場 クビ

エンパイアミライ 黒鹿 内田 博幸田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F・

勝馬の
紹 介

テ ン ク ウ 父 ヨハネスブルグ 母父 アグネスタキオン 初出走
母 ピサノドヌーヴ 母母 エ ル レ イ ナ

曇 良 競走
（芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
良
良

ムスコローソ 栗 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム

リンシャンカイホウ 鹿 内田 博幸 KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ
ファーム

エングローサー 鹿 C．ルメール 中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場

ラインマッシモ 栗 石川裕紀人大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己

レディライク 鹿 北村 宏司 荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場

オ グ マ ン テ 栗 丸田 恭介 サンデーレーシング 勢司 和浩 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場

ジャベルアンドレ 鹿 柴田 善臣髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム

ジュンホープ 青 菱田 裕二河合 純二氏 畠山 吉宏 新ひだか 水上 習孝

マ ン ト ラ 栗 的場 勇人 ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場

スプンタマンユ 青鹿 西田雄一郎 ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム

ホ ク サ イ 栗 ☆木幡 巧也手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 金石牧場

レ ス パ ス 鹿 ▲菊沢 一樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 荒木 貴宏

トニーファイブ 黒鹿 武士沢友治トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場

ウッドカービング 黒鹿 江田 照男 ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 大差

ミヤビフィオーラ 黒鹿 津村 明秀村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 （競走中止）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ムスコローソ 父 ヘニーヒューズ 母父 アドマイヤムーン 初出走
母 ルナレガーロ 母母 カーリーエンジェル

〔発走状況・騎手変更〕 ミヤビフィオーラ号の騎手大野拓弥は，枠入り時の負傷による検査のため津村明秀に変更。発走時刻13分
遅延。

〔発走状況〕 マントラ号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 ミヤビフィオーラ号は，最後の直線コースで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ミヤビフィオーラ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースでの御法（外側に逃避された）
〔その他〕 ミヤビフィオーラ号は，本会所定の服色を使用。

ミヤビフィオーラ号は，最後の直線コースで急に外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウッドカービング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

競走に出走できない。
※ウッドカービング号・ジャベルアンドレ号・ジュンホープ号は， により出馬投票したものとみなした。



15067 6月18日 曇 良 （29東京3）第6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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

48 メリートーン 牝4鹿 55 戸崎 圭太水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 458＋101：25．3 1．8�
611 アオイサンシャイン 牝4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 514＋ 41：25．4� 4．1�
47 ホウオウマリリン 牝4栗 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 406－ 61：25．61� 61．5�
816 スールキートス 牝5黒鹿55 柴田 善臣�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 496± 01：25．81� 12．3�
24 ラ ブ タ ー ボ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 438＋ 61：26．01 23．0�
11 コロニアルスタイル 牝3栗 52 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 クビ 10．6	
612 オリジナルデザイン 牝3栗 52 酒井 学
明栄商事 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 476－141：26．1� 105．2�
59 アキノバレリーナ 牝4栗 55 柴田 大知穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 484± 01：26．2� 28．5�
510 リリーグランツ 牝5鹿 55 吉田 豊 
Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B470＋241：27．05 17．5
714 ジ ャ ル ー ズ 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 474＋ 41：27．1� 141．4�
36 スマイルハッピー 牝5鹿 55

52 ▲菊沢 一樹臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 460＋101：27．31 110．6�
815 ラッキーペニー 牝4鹿 55 江田 照男平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 518－ 21：27．4� 29．1�
35 テ ン キ セ キ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B486＋ 81：27．72 19．6�
23 	 レーヴドミカ 牝4栗 55 藤岡 佑介尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 474＋ 31：28．23 65．8�
713 ビーウィッチド 牝5鹿 55 北村 宏司
G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 460＋ 81：29．15 101．4�

（15頭）
12 ペルルクロシュ 牝4黒鹿55 石川裕紀人ディアレストクラブ
 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，038，100円 複勝： 56，700，000円 枠連： 20，621，500円
馬連： 93，228，300円 馬単： 49，474，600円 ワイド： 57，170，700円
3連複： 121，949，500円 3連単： 184，391，600円 計： 620，574，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 740円 枠 連（4－6） 390円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，560円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 13，590円

票 数

単勝票数 計 370381 的中 � 162349（1番人気）
複勝票数 計 567000 的中 � 178957（1番人気）� 111278（2番人気）� 10701（10番人気）
枠連票数 計 206215 的中 （4－6） 40535（1番人気）
馬連票数 計 932283 的中 �� 179161（1番人気）
馬単票数 計 494746 的中 �� 67046（1番人気）
ワイド票数 計 571707 的中 �� 96116（1番人気）�� 8013（17番人気）�� 5490（23番人気）
3連複票数 計1219495 的中 ��� 17921（16番人気）
3連単票数 計1843916 的中 ��� 9834（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．3―48．6―1：00．6―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メリートーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．2．28 中山2着

2013．5．3生 牝4鹿 母 モ ン ク ー ル 母母 プレシャスキール 12戦3勝 賞金 32，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時45分に変更。
〔出走取消〕 ペルルクロシュ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ビーウィッチド号の騎手大野拓弥は，第6競走での枠入り時の負傷による検査のため北村宏司に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 インソムニア号・ウィズエモーション号
（非抽選馬） 3頭 シャンパンサーベル号・トミケンチャダル号・ユヅルノオンガエシ号

15068 6月18日 曇 良 （29東京3）第6日 第8競走 ��
��2，000�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
1：56．1
1：56．1

良
良

811 ブラックプラチナム 牡4青鹿57 C．ルメール 吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 490± 01：59．3 1．3�
810 クイックモーション 牝4鹿 55 内田 博幸 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458＋ 31：59．83 15．7�
55 � メルドオール 牡5鹿 57 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 日高 浦新 徳司 456－ 42：00．11	 160．1�
79 フェイズベロシティ 牝4栗 55 石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 434± 02：00．31
 16．3�
78 カ マ ク ラ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 6．9	
67 クワトロガッツ 牡6黒鹿57 田中 勝春ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 452－ 2 〃 アタマ 8．7

66 ラ ペ ル ト ワ 牝4青 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 508＋ 22：00．4� 14．6�
33 マヤノピナクル 牡4鹿 57 津村 明秀田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B454－ 22：00．61
 87．4�
11 スターフラッシュ 牡3栗 54

53 ☆木幡 巧也中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 458＋ 22：01．02� 33．3
44 トーホウデサント 牡4鹿 57 吉田 豊東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 478＋ 22：01．32 177．7�
22 � クリノリーズ 牝4栗 55 五十嵐雄祐栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 前川 隆範 426＋ 22：02．68 438．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，445，500円 複勝： 149，304，000円 枠連： 21，413，700円
馬連： 79，917，100円 馬単： 56，308，100円 ワイド： 47，387，500円
3連複： 99，905，800円 3連単： 242，640，600円 計： 737，322，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 250円 � 1，730円 枠 連（8－8） 740円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，760円 �� 10，810円

3 連 複 ��� 21，040円 3 連 単 ��� 48，930円

票 数

単勝票数 計 404455 的中 � 240726（1番人気）
複勝票数 計1493040 的中 � 1159282（1番人気）� 43289（6番人気）� 4594（10番人気）
枠連票数 計 214137 的中 （8－8） 22163（3番人気）
馬連票数 計 799171 的中 �� 76783（3番人気）
馬単票数 計 563081 的中 �� 47252（3番人気）
ワイド票数 計 473875 的中 �� 36129（4番人気）�� 4152（23番人気）�� 1041（39番人気）
3連複票数 計 999058 的中 ��� 3560（41番人気）
3連単票数 計2426406 的中 ��� 3595（117番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―11．7―12．0―12．2―12．4―12．3―11．3―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．8―36．5―48．5―1：00．7―1：13．1―1：25．4―1：36．7―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F33．9

3 10，11（6，8，9）（5，7，1）（3，4）－2
2
4

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

勝馬の
紹 介

ブラックプラチナム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．11．1 東京1着

2013．3．11生 牡4青鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 5戦3勝 賞金 22，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時10分に変更。



15069 6月18日 曇 良 （29東京3）第6日 第9競走 ��
��1，600�

お う め

青 梅 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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

816 クインズサターン 牡4芦 57 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B470－ 81：37．4 2．4�
23 アディラート 牡3黒鹿54 内田 博幸安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 490 〃 クビ 4．8�

12 リヴェルディ 牡3鹿 54 柴田 大知�佐藤牧場 中川 公成 平取 スガタ牧場 512± 01：37．5� 8．7�
（法634）

36 レッドルグラン 牡5鹿 57 津村 明秀 �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 526＋181：37．71	 92．4�
713 コパノアラジン 牡4栗 57 藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 510－ 41：37．8� 11．8	
35 ス ル タ ー ナ 牝5鹿 55 横山 典弘�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 482－ 21：37．9� 51．7

24 フィールザプリティ 牝5黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 470－ 4 〃 ハナ 24．1�
47 レインオーバー 
6青鹿57 田辺 裕信 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 ハナ 71．9�
612 イーグルフェザー 牡4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 ハナ 3．8
510 ダ ン カ ン 牡5鹿 57 木幡 巧也杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460± 01：38．0クビ 216．2�
11 ブライトンロック 牡3黒鹿54 江田 照男坂巻 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 450＋ 21：38．53 43．5�
714 ストロングトリトン 
5鹿 57 石川裕紀人村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476－ 41：38．6クビ 142．9�
611 アイファーサンディ 牡5鹿 57 岩崎 翼中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 470± 01：38．91� 261．8�
59 ホーリーブレイズ 牡3鹿 54 高倉 稜村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 466＋ 41：39．21� 20．8�
815 ジュガンティーヤ 牡6青 57 田中 勝春�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B528－ 41：39．3� 157．4�
48 � エイシンスペーシア 
6栗 57 武士沢友治岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 B466＋ 21：40．04 266．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，681，700円 複勝： 79，243，800円 枠連： 30，192，400円
馬連： 147，494，300円 馬単： 61，764，300円 ワイド： 78，380，900円
3連複： 200，683，000円 3連単： 275，804，400円 計： 934，244，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 180円 � 210円 枠 連（2－8） 650円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 370円 �� 400円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 8，040円

票 数

単勝票数 計 606817 的中 � 194807（1番人気）
複勝票数 計 792438 的中 � 214996（1番人気）� 103201（3番人気）� 79713（4番人気）
枠連票数 計 301924 的中 （2－8） 35470（2番人気）
馬連票数 計1474943 的中 �� 132602（2番人気）
馬単票数 計 617643 的中 �� 28531（3番人気）
ワイド票数 計 783809 的中 �� 55761（2番人気）�� 52015（3番人気）�� 23321（11番人気）
3連複票数 計2006830 的中 ��� 69996（6番人気）
3連単票数 計2758044 的中 ��� 24845（18番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．3―12．4―12．3―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―48．2―1：00．6―1：12．9―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズサターン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．8．29 札幌1着

2013．5．7生 牡4芦 母 ケイアイベローナ 母母 レディベローナ 10戦4勝 賞金 61，611，000円
※アディラート号・ブライトンロック号・ホーリーブレイズ号・リヴェルディ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

15070 6月18日 雨 良 （29東京3）第6日 第10競走 ��
��2，400�

あ し の こ

芦 ノ 湖 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，28．6．18以降29．6．11まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

33 ソールインパクト 牡5芦 57 C．ルメール 窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 22：25．7 3．0�

55 サブライムカイザー 牡5鹿 56 吉田 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 504± 02：25．8� 16．7�

67 サウンドメモリー 牡6鹿 54 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 490± 02：25．9クビ 10．2�
22 � ピンクブーケ 牝5鹿 53 内田 博幸 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 アタマ 4．4�
811 ダノンキングダム 牡3栗 53 戸崎 圭太�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 クビ 4．2	
812 ヴェラヴァルスター 牡5栗 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：26．0クビ 14．4

79 チャロネグロ 牡3黒鹿53 丸田 恭介金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488－ 2 〃 クビ 7．4�

56 テイエムコンドル 牡6鹿 54 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 466－ 22：26．1クビ 27．2�
68 デルマサリーチャン 牝6鹿 51 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 492＋ 62：26．2	 150．5
710 マシェリガール 牝4黒鹿52 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム B502＋202：26．3� 53．3�
44 マイネルフレスコ 牡6栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 62：26．4� 34．4�
11 � セルリアンラビット 牡8鹿 52 酒井 学�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 456± 02：26．93 107．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，007，800円 複勝： 66，321，900円 枠連： 29，922，600円
馬連： 154，350，100円 馬単： 66，535，000円 ワイド： 73，134，300円
3連複： 195，946，500円 3連単： 297，990，300円 計： 934，208，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 370円 � 230円 枠 連（3－5） 1，650円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 750円 �� 520円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 6，060円 3 連 単 ��� 28，280円

票 数

単勝票数 計 500078 的中 � 129710（1番人気）
複勝票数 計 663219 的中 � 144719（1番人気）� 37038（7番人気）� 70059（4番人気）
枠連票数 計 299226 的中 （3－5） 13977（8番人気）
馬連票数 計1543501 的中 �� 45309（12番人気）
馬単票数 計 665350 的中 �� 12557（17番人気）
ワイド票数 計 731343 的中 �� 25013（8番人気）�� 37733（4番人気）�� 8198（25番人気）
3連複票数 計1959465 的中 ��� 24244（22番人気）
3連単票数 計2979903 的中 ��� 7638（101番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．6―12．4―12．1―12．7―12．7―12．4―12．4―11．4―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．0―36．6―49．0―1：01．1―1：13．8―1：26．5―1：38．9―1：51．3―2：02．7―2：13．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソールインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2014．8．10 新潟2着

2012．1．31生 牡5芦 母 クリームオンリー 母母 Raspberry Eggcream 27戦4勝 賞金 105，860，000円
〔騎手変更〕 チャロネグロ号の騎手大野拓弥は，第6競走での負傷のため丸田恭介に変更。

２レース目



15071 6月18日 雨 良 （29東京3）第6日 第11競走 ��
��1，600�第22回ユニコーンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ
競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

48 サンライズノヴァ 牡3栗 56 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 526＋ 21：35．9 4．9�
12 ハルクンノテソーロ 牡3黒鹿56 田辺 裕信了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 474＋ 21：36．64 15．7�
815 サンライズソア 牡3青鹿56 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 498＋ 41：36．92 5．1�
510 サンオークランド 牡3鹿 56 北村 宏司 �加藤ステーブル 角居 勝彦 新ひだか 今 牧場 502＋ 2 〃 アタマ 40．6�
611 タガノカトレア 牝3鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432＋ 81：37．11� 67．1�
713 ウォーターマーズ 牡3芦 56 高倉 稜山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 522＋ 81：37．31� 21．0	
24 	 リエノテソーロ 牝3栗 54 内田 博幸了德寺健二氏 武井 亮 米 Oak Bluff

Stables, LLC 448－ 21：37．4クビ 2．5

47 アンティノウス 牡3黒鹿56 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 518－ 6 〃 同着 6．4�
36 ラ ユ ロ ッ ト 牝3黒鹿54 杉原 誠人多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 田中スタッド 498± 0 〃 クビ 40．8
59 シゲルベンガルトラ 牡3栗 56 横山 典弘森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 444＋ 2 〃 ハナ 30．3�
23 ブルベアバブーン 牡3栗 56 酒井 学 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 中本牧場 484－ 41：37．71
 138．1�
816 ト ラ ネ コ 牡3黒鹿56 吉田 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 440± 01：38．02 111．1�
35 サ ヴ ィ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462± 01：38．1クビ 17．4�
714 トロピカルスパート 牝3栗 54 丸田 恭介日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 478± 01：38．95 389．5�
11 シゲルコング 牡3鹿 56 木幡 巧也森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 498＋ 91：40．28 244．4�
612 テイエムヒッタマゲ 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 474－ 61：44．6大差 88．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 232，833，700円 複勝： 273，266，700円 枠連： 163，250，500円 馬連： 747，086，000円 馬単： 327，747，000円
ワイド： 329，626，600円 3連複： 1，151，140，000円 3連単： 1，904，214，100円 5重勝： 573，536，000円 計： 5，702，700，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 300円 � 170円 枠 連（1－4） 1，880円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 930円 �� 450円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 25，710円

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

キャリーオーバー なし����� 288，410円

票 数

単勝票数 計2328337 的中 � 379379（2番人気）
複勝票数 計2732667 的中 � 440553（3番人気）� 198277（5番人気）� 448386（2番人気）
枠連票数 計1632505 的中 （1－4） 67208（9番人気）
馬連票数 計7470860 的中 �� 202064（9番人気）
馬単票数 計3277470 的中 �� 56307（17番人気）
ワイド票数 計3296266 的中 �� 87970（9番人気）�� 200127（3番人気）�� 94576（8番人気）
3連複票数 計11511400 的中 ��� 209926（8番人気）
3連単票数 計19042141 的中 ��� 53696（73番人気）
5重勝票数 計5735360 的中 ����� 1392

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．3―12．8―12．7―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．6―34．1―46．4―59．2―1：11．9―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズノヴァ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2016．11．26 東京1着

2014．4．9生 牡3栗 母 ブライトサファイヤ 母母 リアルサファイヤ 7戦3勝 賞金 62，257，000円
〔騎手変更〕 リエノテソーロ号の騎手大野拓弥は，第6競走での負傷のため内田博幸に変更。
〔制裁〕 サンライズソア号の騎手岩崎翼は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※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。
（非当選馬） 7頭 アディラート号・ウラガーノ号・テイエムアンムート号・バンケットスクエア号・ブライトンロック号・

ホーリーブレイズ号・リヴェルディ号
（非抽選馬） 1頭 サンチェサピーク号

15072 6月18日 雨 良 （29東京3）第6日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時30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
1：31．3
1：30．7

良
良

33 ウイングチップ �5黒鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 498＋ 61：35．0 4．7�
812� スズカディープ �5青鹿 57

56 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B414－ 6 〃 クビ 64．3�
11 ファンタサイズ 牡4鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 432－ 41：35．1� 7．1�
710 ウインクレド 牡4鹿 57 C．ルメール�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 486＋ 41：35．52� 4．2�
68 クインズサン 牡4青 57 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 448＋ 41：35．71 2．5	
22 ジュンスターホース 牡3栗 54 北村 宏司河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B462－ 5 〃 ハナ 63．5

55 ホワイトウインド 牝5芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 460＋ 61：35．91	 13．1�
811 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 454－ 6 〃 クビ 59．4�
44 トラキアンコード �5芦 57 石川裕紀人原 
子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 21：36．11� 8．4
79 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 B442＋ 21：36．42 99．3�
56 � ギ ン チ ャ ン 牝3鹿 52 武士沢友治阿部榮乃進氏 星野 忍 厚真 阿部 栄乃進 436－ 61：36．93 60．7�
67 � マ グ レ ブ �4鹿 57

56 ☆木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：37．75 215．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 85，330，700円 複勝： 86，471，000円 枠連： 42，800，800円
馬連： 208，430，100円 馬単： 106，510，200円 ワイド： 106，520，300円
3連複： 267，129，800円 3連単： 534，859，100円 計： 1，438，052，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 850円 � 220円 枠 連（3－8） 5，990円

馬 連 �� 15，480円 馬 単 �� 22，730円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 560円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 25，400円 3 連 単 ��� 182，130円

票 数

単勝票数 計 853307 的中 � 144701（3番人気）
複勝票数 計 864710 的中 � 121221（3番人気）� 20956（8番人気）� 111094（4番人気）
枠連票数 計 428008 的中 （3－8） 5532（18番人気）
馬連票数 計2084301 的中 �� 10432（27番人気）
馬単票数 計1065102 的中 �� 3513（43番人気）
ワイド票数 計1065203 的中 �� 7179（28番人気）�� 53199（6番人気）�� 5742（35番人気）
3連複票数 計2671298 的中 ��� 7886（56番人気）
3連単票数 計5348591 的中 ��� 2129（327番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．0―48．5―1：00．6―1：11．9―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイングチップ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．10．12 東京6着

2012．3．11生 �5黒鹿 母 ウイングレット 母母 エアウイングス 19戦3勝 賞金 46，317，000円
〔騎手変更〕 マグレブ号の騎手大野拓弥は，第6競走での負傷のため木幡巧也に変更。
※出走取消馬 ボーアムルーズ号（疾病〔疝痛〕のため）

５レース目



（29東京3）第6日 6月18日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

231，550，000円
5，060，000円
15，720，000円
1，750，000円
27，280，000円
69，567，000円
4，744，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
711，957，000円
974，627，400円
417，655，600円
1，840，538，600円
875，762，300円
932，803，400円
2，557，263，700円
4，155，493，700円
573，536，000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 13，039，637，700円

総入場人員 30，696名 （有料入場人員 29，064名）
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