
15073 6月23日 曇 良 （30東京3）第7日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （芝・左）

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

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

711 ウインゼノビア 牝2栗 54 戸崎 圭太�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 460＋ 41：35．0 1．2�
58 ポ ル ー ニ ン 牡2鹿 54

52 △武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 中田 英樹 452－ 41：35．53 15．6�
46 キ ン ジ ト ー 牡2栗 54 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 492＋ 2 〃 ハナ 7．5�
22 シックガニアン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 436＋ 41：35．81� 17．1�
45 ニシノビアンカ 牝2芦 54 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム 454－ 6 〃 クビ 18．7�
34 トーセンジェロニモ 牡2栗 54 北村 宏司島川 	哉氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 470＋ 21：36．11� 60．9

57 バニラオーキッド 牡2鹿 54 津村 明秀 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 488＋ 21：36．2クビ 27．6�
712 ナンヨーシンゲツ 牡2黒鹿54 三浦 皇成中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 456－ 81：37．26 50．0
610 マイネルオリエンス 牡2栗 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 472＋ 21：37．52 236．7�
69 パ ゴ ダ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 430＋ 21：37．81� 263．0�
33 ニシノサトル 牡2芦 54 杉原 誠人西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 450－ 21：38．01� 211．8�
11 テイエムビートル 牡2鹿 54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 448± 01：39．48 162．8�
814 ヴォルターウルフ 牡2鹿 54 石川裕紀人 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 浦河 �川 啓一 488－ 2 〃 クビ 70．0�
813 カ ナ デ ル ハ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士 �アフロin El Paso 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 456＋ 81：39．71� 389．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，932，800円 複勝： 120，239，500円 枠連： 14，107，600円
馬連： 52，244，800円 馬単： 37，469，600円 ワイド： 38，105，700円
3連複： 68，838，700円 3連単： 130，630，700円 計： 494，569，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 180円 � 130円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 280円 �� 150円 �� 610円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，980円

票 数

単勝票数 計 329328 的中 � 213064（1番人気）
複勝票数 計1202395 的中 � 960306（1番人気）� 35379（4番人気）� 70200（2番人気）
枠連票数 計 141076 的中 （5－7） 24489（2番人気）
馬連票数 計 522448 的中 �� 56130（3番人気）
馬単票数 計 374696 的中 �� 32436（3番人気）
ワイド票数 計 381057 的中 �� 31642（2番人気）�� 88041（1番人気）�� 12000（8番人気）
3連複票数 計 688387 的中 ��� 56922（3番人気）
3連単票数 計1306307 的中 ��� 31733（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．2―47．2―59．4―1：11．0―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインゼノビア �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．2 東京2着

2016．3．15生 牝2栗 母 ゴシップクイーン 母母 レディゴシップ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムビートル号・ヴォルターウルフ号・カナデルハ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成30年7月23日まで平地競走に出走できない。

15074 6月23日 曇 稍重 （30東京3）第7日 第2競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走10時35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

815 フラワーストリーム 牡3鹿 56 大野 拓弥花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B460－101：38．7 59．0�
510 ラスティユース 牡3栗 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 480＋ 61：38．8� 2．6�
36 トーセンアリエス 牡3栗 56 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 500± 01：39．43� 12．8�
23 ミッキーボニータ 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 クビ 11．0�
12 ア カ ツ キ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 454＋ 41：39．93 28．9�
611 アルファルミナス 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子	貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 462＋ 81：40．0� 126．2

35 オ オ イ リ 牡3鹿 56 石橋 脩古川 智洋氏 中川 公成 浦河 丸幸小林牧場 490－ 41：40．1� 7．0�
713 サンライズセイハ 牡3鹿 56 西田雄一郎松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 468－ 2 〃 同着 222．2�
48 エイワファースト 牝3鹿 54 宮崎 北斗永井公太郎氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 452± 0 〃 ハナ 33．4
47 トキメキジュピター 牡3黒鹿56 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 488＋ 6 〃 ハナ 39．3�
11 ヘ キ ギ ョ ク 牡3鹿 56 柴田 大知ライオンレースホース	 根本 康広 新ひだか 高橋 修 530＋ 21：40．31� 5．2�
59 シャドウラーテル 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅	Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B470－ 21：40．51� 24．3�
714 オペラサンデー 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 432＋ 21：41．67 23．3�
24 ヘ イ デ イ 牡3鹿 56 丸田 恭介ゴドルフィン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 01：42．02� 45．0�
816 ゲハイムヴァッフェ 牡3栗 56 内田 博幸丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 524＋ 61：42．74 6．8�
612 デルママオタイ 牝3鹿 54 江田 照男浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 450± 01：43．33� 199．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，533，200円 複勝： 48，158，000円 枠連： 15，531，900円
馬連： 58，260，000円 馬単： 28，671，000円 ワイド： 42，951，700円
3連複： 82，513，300円 3連単： 94，194，900円 計： 396，814，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，900円 複 勝 � 900円 � 130円 � 310円 枠 連（5－8） 800円

馬 連 �� 6，100円 馬 単 �� 19，300円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 9，590円 �� 570円

3 連 複 ��� 28，250円 3 連 単 ��� 267，800円

票 数

単勝票数 計 265332 的中 � 3594（13番人気）
複勝票数 計 481580 的中 � 9715（12番人気）� 138078（1番人気）� 34565（5番人気）
枠連票数 計 155319 的中 （5－8） 14995（3番人気）
馬連票数 計 582600 的中 �� 7399（23番人気）
馬単票数 計 286710 的中 �� 1114（56番人気）
ワイド票数 計 429517 的中 �� 6382（18番人気）�� 1089（71番人気）�� 20685（3番人気）
3連複票数 計 825133 的中 ��� 2190（78番人気）
3連単票数 計 941949 的中 ��� 255（661番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．4―47．8―1：00．3―1：13．0―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラワーストリーム �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．10．9 東京7着

2015．3．29生 牡3鹿 母 シープシャンクス 母母 ラスリングカプス 8戦1勝 賞金 7，050，000円
※サンライズセイハ号・ヘイデイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 東京競馬 第７日



15075 6月23日 曇 稍重 （30東京3）第7日 第3競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走11時05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
1：21．5
1：21．5

重
不良

35 ガトーブリランテ 牝3栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 466± 01：25．2 10．9�
59 レッドアネラ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 490＋ 21：25．3� 3．6�
612 カ グ ヤ ヒ メ 牝3栗 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 474＋ 41：25．62 4．4�
36 ド ナ プ リ モ 牝3青鹿54 横山 典弘山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 454－ 21：26．02� 2．9�
816 ロマンスガッサン 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 B484＋ 21：26．1� 82．2	
24 ティアップアリア 牝3栗 54 石川裕紀人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 450＋ 61：26．2� 28．7

611 ハタノレジーナ 牝3青鹿54 丸田 恭介 �グッドラック・ファーム 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 450＋ 61：26．41� 56．4�
510 フ ル ネ ス 牝3鹿 54 柴田 善臣西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 458＋ 41：26．61� 14．4�
12 ラ イ ゴ ッ ド 牝3黒鹿54 三浦 皇成�明栄商事 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 446－ 21：26．81 39．5
47 ハ ル メ キ 牝3黒鹿54 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 458－ 21：26．9� 50．0�
815 ファンダンゴ 牝3栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 伸一 様似 澤井 義一 442－ 21：27．11� 241．0�
48 スイングアリュール 牝3栗 54 伊藤 工真平井 裕氏 金成 貴史 浦河 岡部牧場 456－ 41：27．2� 18．7�
714 ハッピーハッピー 牝3黒鹿54 田中 勝春�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 468＋121：27．41� 95．5�
713 クラシーヴァ 牝3鹿 54

52 △武藤 雅平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 492＋121：27．61� 18．1�
11 キョウエイポズナン 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 中田 英樹 454 ―1：27．81� 96．1�
23 トウカイアゼリア 牝3黒鹿54 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 日高 碧雲牧場 464－ 41：29．410 305．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，242，100円 複勝： 46，773，800円 枠連： 16，065，800円
馬連： 59，714，400円 馬単： 28，550，600円 ワイド： 46，235，000円
3連複： 83，357，300円 3連単： 98，639，800円 計： 410，578，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 210円 � 140円 � 150円 枠 連（3－5） 330円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 620円 �� 650円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 18，470円

票 数

単勝票数 計 312421 的中 � 22839（4番人気）
複勝票数 計 467738 的中 � 46684（4番人気）� 98519（2番人気）� 81136（3番人気）
枠連票数 計 160658 的中 （3－5） 37679（1番人気）
馬連票数 計 597144 的中 �� 29006（5番人気）
馬単票数 計 285506 的中 �� 5819（13番人気）
ワイド票数 計 462350 的中 �� 18643（6番人気）�� 17841（7番人気）�� 29653（3番人気）
3連複票数 計 833573 的中 ��� 30086（5番人気）
3連単票数 計 986398 的中 ��� 3870（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―47．7―1：00．1―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガトーブリランテ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2018．3．18 中山5着

2015．3．3生 牝3栗 母 セレスティアルキャット 母母 Mayan Maiden 5戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トーセンウインク号

15076 6月23日 曇 稍重 （30東京3）第7日 第4競走 1，300�サラブレッド系3歳
発走11時35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

36 コトブキハウンド 牡3鹿 56 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ
ファーム 478－ 21：19．4 10．1�

35 メルトポイント 牡3栗 56
54 △武藤 雅杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 462－ 41：19．72 6．9�

510 アテンコール 牡3鹿 56 内田 博幸齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 452－ 41：19．8� 4．0�
713 ガ ブ リ エ ル 牡3栗 56 田辺 裕信原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 470－ 41：19．9� 2．5�
612 ベ ー 牡3栗 56 小野寺祐太北山 敏�氏 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 486＋ 61：20．0� 156．3�
816 コ ト ブ キ 牝3黒鹿54 伊藤 工真江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 458± 01：20．21� 25．0	
48 ラッシュラッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士
槇本牧場 青木 孝文 日高 槇本牧場 466－ 1 〃 ハナ 373．7�
47 ア テ ナ リ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行林 弘之氏 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 466－ 2 〃 ハナ 23．2�
12 フ ロ イ デ 牡3栗 56 石橋 脩林 正道氏 牧 光二 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B496± 01：20．3� 12．1
611 カ エ デ 牝3栗 54 石川裕紀人木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 466－ 2 〃 アタマ 8．7�
815 ル リ エ フ 牝3芦 54 大野 拓弥
菅井牧場 竹内 正洋 浦河 木戸口牧場 466± 01：20．51� 29．5�
59 デルマキルシュ 牝3黒鹿54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 494 ―1：21．03 60．2�
24 イデアブルーム 牡3鹿 56 江田 照男益田 修一氏 勢司 和浩 むかわ 上水牧場 426－121：22．06 285．9�
714 ブラックコニャック 牡3鹿 56 北村 宏司黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 460－ 21：22．32 78．8�
11 グレートシングス 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 474－ 41：22．4� 342．5�
23 スペースオペラ 牡3鹿 56 丸田 恭介小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 490 ―1：23．46 132．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，090，200円 複勝： 43，035，600円 枠連： 15，611，000円
馬連： 54，537，400円 馬単： 28，785，100円 ワイド： 38，919，700円
3連複： 73，155，100円 3連単： 94，284，000円 計： 373，418，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 260円 � 220円 � 170円 枠 連（3－3） 3，750円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 6，390円

ワ イ ド �� 970円 �� 680円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 28，150円

票 数

単勝票数 計 250902 的中 � 19779（5番人気）
複勝票数 計 430356 的中 � 39248（5番人気）� 48340（3番人気）� 74961（2番人気）
枠連票数 計 156110 的中 （3－3） 3221（15番人気）
馬連票数 計 545374 的中 �� 12274（13番人気）
馬単票数 計 287851 的中 �� 3375（25番人気）
ワイド票数 計 389197 的中 �� 9823（11番人気）�� 14373（9番人気）�� 24782（2番人気）
3連複票数 計 731551 的中 ��� 14610（12番人気）
3連単票数 計 942840 的中 ��� 2428（89番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．0―29．5―41．5―54．0―1：06．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コトブキハウンド �
�
父 ハードスパン �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2018．1．7 中山6着

2015．4．21生 牡3鹿 母 チアズヒカリ 母母 サラトガシャドーズ 4戦1勝 賞金 5，500，000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。
（非抽選馬） 1頭 キャルファースト号



15077 6月23日 小雨 良 （30東京3）第7日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

34 エメラルファイト 牡2芦 54 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 446 ―1：36．4 5．4�
610 ミディオーサ 牝2鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474 ― 〃 クビ 2．7�
11 トーセングラン 牡2鹿 54 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 414 ―1：36．61� 12．9�
47 アセンダント 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 422 ―1：36．81� 41．2	
35 ブルーアガヴェ 牡2黒鹿54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ
ファーム 434 ―1：37．01� 4．3


23 マ ロ リ ン 牝2鹿 54 内田 博幸吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 444 ―1：37．1クビ 39．7�
611 ニシノオウキ 牡2青鹿54 丸田 恭介西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中央牧場 458 ―1：37．2� 99．0�
58 イ ヴ ォ ー ク 牡2栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478 ―1：37．83� 5．7
712 ジュントモチャン 牝2黒鹿54 大野 拓弥河合 純二氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 442 ―1：37．9クビ 135．2�
46 ムーンレット 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 464 ― 〃 クビ 100．8�
814 ドンヒューズ 牡2栗 54 北村 宏司山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 500 ―1：38．0� 19．2�
22 ラブミーサアヤ 牝2黒鹿 54

52 △藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 456 ―1：38．95 60．5�
59 ライオンロック 牡2青鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 諏訪牧場 480 ―1：39．53� 284．2�
713 トワイライトビギン 牝2鹿 54 田中 勝春田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 元茂牧場 460 ―1：39．92� 149．2�
815 コアヴィクトリー 牡2鹿 54 的場 勇人西本 資史氏 的場 均 青森 佐々木牧場 438 ―1：41．510 362．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，513，400円 複勝： 50，073，500円 枠連： 18，370，100円
馬連： 64，739，300円 馬単： 31，959，000円 ワイド： 40，182，800円
3連複： 75，520，600円 3連単： 101，243，600円 計： 428，602，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 130円 � 260円 枠 連（3－6） 360円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 370円 �� 860円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 11，470円

票 数

単勝票数 計 465134 的中 � 71616（3番人気）
複勝票数 計 500735 的中 � 89113（3番人気）� 121549（1番人気）� 36648（5番人気）
枠連票数 計 183701 的中 （3－6） 38568（1番人気）
馬連票数 計 647393 的中 �� 65188（2番人気）
馬単票数 計 319590 的中 �� 12849（6番人気）
ワイド票数 計 401828 的中 �� 29934（3番人気）�� 11212（11番人気）�� 16862（7番人気）
3連複票数 計 755206 的中 ��� 24098（7番人気）
3連単票数 計1012436 的中 ��� 6394（34番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．4―12．7―12．6―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．7―49．4―1：02．0―1：13．6―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．4
3 1（2，4）5（7，6）（3，8，11）（10，14）（12，13）（9，15） 4 ・（5，1，2，4）7（3，6）（8，11）（12，10，14）－（9，13）－15

勝馬の
紹 介

エメラルファイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2016．4．9生 牡2芦 母 セトウチソーラー 母母 サマーヴォヤージュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コアヴィクトリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月23日まで平地競

走に出走できない。

15078 6月23日 小雨 良 （30東京3）第7日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走12時55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 1，025，000
1，025，000

円
円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

47 ロゼフェニックス 牡3黒鹿 56
54 △武藤 雅髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 426＋ 22：26．9 3．9�

59 マイネルスカイ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 22：27．22 26．6�

611 ソリフロール 牝3黒鹿54 北村 宏司�ヤブウチ 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 446－ 22：27．3� 21．6�
815 パルクデラモール 牝3鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 2 〃 同着 2．9�
23 � リ ョ ー ケ ン 牡3鹿 56 武士沢友治了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 愛 Swordle-
stown Little 470－ 42：27．4� 129．6�

11 ベネディクション �3栗 56 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 22：27．5� 10．4	

22 サトノオンリーワン 牡3芦 56 石橋 脩里見 治紀氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468± 0 〃 アタマ 3．6


610 マイネルソラニテ 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 514± 02：28．03 201．1�

46 ナリノレーヴドール 牡3鹿 56 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 436± 02：28．1� 9．1�
35 ア ン ル ヴ ェ 牝3栗 54 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420－ 62：28．31� 89．5
58 コマノディオス 牡3黒鹿56 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 474－ 42：28．72� 28．2�
712 モカチョウサン 牝3栗 54 田中 勝春�チョウサン 松永 康利 平取 坂東牧場 430＋ 82：29．55 159．0�
713 ウサギノパンチ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行桐谷 茂氏 堀井 雅広 平取 中川 隆 448－ 8 〃 クビ 315．1�
814 モダンジャイブ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 514－ 62：29．92� 56．7�
34 ピースワントップ 牡3栗 56 西田雄一郎長谷川成利氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 524－ 42：30．11	 285．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，353，300円 複勝： 46，142，000円 枠連： 18，876，800円
馬連： 70，380，500円 馬単： 33，018，000円 ワイド： 42，402，600円
3連複： 85，424，700円 3連単： 109，842，100円 計： 440，440，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 320円 �
�

310円
120円 枠 連（4－5） 1，210円

馬 連 �� 5，610円 馬 単 �� 8，210円

ワ イ ド �� 840円 ��
��

640円
210円

��
��

2，220円
650円

3 連 複 ���
���

11，580円
2，310円 3 連 単 ���

���
49，950円
17，750円

票 数

単勝票数 計 343533 的中 � 70352（3番人気）
複勝票数 計 461420 的中 �

�
85827
107951

（3番人気）
（1番人気）

� 18542（8番人気）� 19725（7番人気）

枠連票数 計 188768 的中 （4－5） 12084（4番人気）
馬連票数 計 703805 的中 �� 9721（19番人気）
馬単票数 計 330180 的中 �� 3014（28番人気）
ワイド票数 計 424026 的中 ��

��
7180
2567
（19番人気）
（33番人気）

��
��

9778
9585
（12番人気）
（13番人気）

�� 39881（2番人気）

3連複票数 計 854247 的中 ��� 2729（58番人気）��� 14007（17番人気）
3連単票数 計1098421 的中 ��� 796（265番人気） ��� 2245（112番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．4―12．2―12．3―12．2―12．2―12．5―12．4―11．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．6―37．0―49．2―1：01．5―1：13．7―1：25．9―1：38．4―1：50．8―2：02．6―2：14．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ロゼフェニックス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2017．6．25 東京9着

2015．5．8生 牡3黒鹿 母 ロ ゼ ッ タ 母母 フェアウイナー 11戦1勝 賞金 11，000，000円
〔発走状況〕 モダンジャイブ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 モダンジャイブ号は，発走調教再審査。



15079 6月23日 小雨 稍重 （30東京3）第7日 第7競走 1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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

23 サムシングフレア 牝5鹿 55
52 ▲木幡 育也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 488＋ 41：37．5 124．8�

611 トラストロン 牝3黒鹿52 戸崎 圭太菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 438± 0 〃 クビ 10．4�
24 マーガレットスカイ 牝3黒鹿 52

50 △武藤 雅迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 480－ 41：37．6クビ 5．4�
713 ビ ジ ョ ッ テ 牝4鹿 55 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 498－101：37．7� 24．7�
815 ポルカシュネル 牝3鹿 52

50 △藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468± 01：37．8� 16．1�
714 フジマサクイーン 牝4鹿 55 西田雄一郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B448＋141：37．9クビ 195．5	
48 ダイワメモリー 牝3栗 52 石川裕紀人大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 466－ 61：38．22 4．4

11 � ラレッサングル 牝5鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B448－ 21：38．3� 19．7�
59 � オ ヒ ナ サ マ 牝4栗 55 江田 照男 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 488＋ 61：38．4� 57．8
510 ハ ン ド リ ー 牝3栗 52 大野 拓弥大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B434－ 41：38．61� 11．8�
612 クラウンロマン 牝5芦 55 丸田 恭介矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 470＋ 81：38．7� 93．8�
35 アポロマーキュリー 牝4栗 55 石橋 脩アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 470＋ 41：39．01� 2．7�
12 アルベルティーヌ 牝3黒鹿52 津村 明秀村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 444＋101：39．31� 12．3�
47 アトムアストレア 牝3鹿 52 北村 宏司永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 468＋ 2 〃 ハナ 48．0�
816� タイムトラベル 牝4鹿 55 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 454＋ 21：39．72� 495．1�
36 � サンデリアーナ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 61：41．4大差 406．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，695，800円 複勝： 56，613，700円 枠連： 18，840，900円
馬連： 85，461，400円 馬単： 37，022，400円 ワイド： 55，704，000円
3連複： 112，203，200円 3連単： 128，004，800円 計： 531，546，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，480円 複 勝 � 2，380円 � 320円 � 190円 枠 連（2－6） 3，490円

馬 連 �� 38，640円 馬 単 �� 73，840円

ワ イ ド �� 8，650円 �� 9，650円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 93，600円 3 連 単 ��� 946，970円

票 数

単勝票数 計 376958 的中 � 2416（13番人気）
複勝票数 計 566137 的中 � 4856（13番人気）� 46347（4番人気）� 95656（2番人気）
枠連票数 計 188409 的中 （2－6） 4174（16番人気）
馬連票数 計 854614 的中 �� 1714（58番人気）
馬単票数 計 370224 的中 �� 376（125番人気）
ワイド票数 計 557040 的中 �� 1626（57番人気）�� 1456（63番人気）�� 13911（10番人気）
3連複票数 計1122032 的中 ��� 899（172番人気）
3連単票数 計1280048 的中 ��� 98（1230番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．7―46．7―59．4―1：12．3―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サムシングフレア �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2015．11．1 東京16着

2013．2．10生 牝5鹿 母 シルクヴァルキリー 母母 シルクフレアー 12戦2勝 賞金 13，200，000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 ジュブリーユ号

15080 6月23日 小雨 良 （30東京3）第7日 第8競走 ��3，110�第20回東京ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード3：24．8良

33 サーストンコラルド 牡7鹿 60 北沢 伸也齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 藤沢牧場 462－ 83：25．3 58．5�
11 マイネルフィエスタ 牡8芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 506－ 63：26．15 28．4�
55 タイセイドリーム 牡8鹿 60 森 一馬田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 542＋ 43：26．31� 21．2�
22 マテンロウハピネス 牡6鹿 60 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 450－ 4 〃 クビ 7．2�
79 シンキングダンサー 牡5栗 60 金子 光希佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 43：26．4� 9．8�
66 ジャズファンク 牡6鹿 60 平沢 健治市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 494－ 23：27．14 3．8	
44 ミュートエアー 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 43：27．2クビ 31．0

810 サトノアッシュ 牡6鹿 60 熊沢 重文 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 490－ 23：27．3� 65．8�
67 シャインレッド �5鹿 60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 安平 ノーザンファーム 502－ 63：27．51� 35．1�
811 タマモプラネット 牡8芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 496＋ 43：28．35 15．2
78 アスターサムソン �5鹿 61 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 43：30．4大差 1．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 55，082，700円 複勝： 67，504，600円 枠連： 19，906，700円
馬連： 95，683，900円 馬単： 56，599，400円 ワイド： 58，444，900円
3連複： 145，062，100円 3連単： 255，762，800円 計： 754，047，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，850円 複 勝 � 1，270円 � 720円 � 560円 枠 連（1－3） 33，030円

馬 連 �� 36，270円 馬 単 �� 78，320円

ワ イ ド �� 6，830円 �� 8，950円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 127，090円 3 連 単 ��� 1，426，360円

票 数

単勝票数 計 550827 的中 � 7525（10番人気）
複勝票数 計 675046 的中 � 13501（10番人気）� 25082（8番人気）� 33321（6番人気）
枠連票数 計 199067 的中 （1－3） 467（31番人気）
馬連票数 計 956839 的中 �� 2044（48番人気）
馬単票数 計 565994 的中 �� 542（96番人気）
ワイド票数 計 584449 的中 �� 2206（45番人気）�� 1678（52番人気）�� 3943（34番人気）
3連複票数 計1450621 的中 ��� 856（149番人気）
3連単票数 計2557628 的中 ��� 130（923番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 53．1－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サーストンコラルド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Lost Soldier デビュー 2014．2．2 東京8着

2011．5．9生 牡7鹿 母 シークレットコサージュ 母母 Slew’s Corsage 障害：6戦2勝 賞金 46，735，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 アスターサムソン号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症。



15081 6月23日 小雨 稍重 （30東京3）第7日 第9競走 ��1，400�
ひ の

日 野 特 別
発走14時35分 （ダート・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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

713 リパーカッション 牡4鹿 57 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 B528＋ 61：24．5 14．5�
815 マリームーン 牝3栃栗52 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 458± 01：24．6� 3．6�
816� シャープシューター 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 506－ 21：25．45 3．0�
11 ヤマイチジャスティ 牝5鹿 55 武藤 雅菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 478± 01：25．61 11．2�
611 ケイアイマリブ 牡3鹿 54 丸田 恭介亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 462－ 2 〃 ハナ 57．5�
47 ナムラファラー 牡3黒鹿54 柴田 善臣奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 466－ 4 〃 アタマ 52．0	
48 � ヘルデンレーベン 牡4鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 492－ 8 〃 クビ 61．9

714 キタノユウキ 牡3鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 528＋ 2 〃 ハナ 7．9�
24 スズカハイルーラー 牡5栗 57 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462＋ 2 〃 ハナ 42．9�
35 � リアリゾンルレーヴ 牝5鹿 55 津村 明秀吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B476＋ 61：25．7アタマ 136．4
23 グッドヒューマー 牡4栗 57 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 478－ 41：25．8	 7．2�
510� ポッドジゼル 牝3栗 52 嘉藤 貴行小川眞査雄氏 大竹 正博 日高 シンボリ牧場 448＋141：25．9	 83．7�
59 ココロノイコロ 牡3黒鹿54 江田 照男海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 438＋ 8 〃 クビ 18．4�
12 � ア オ テ ン 牡5鹿 57 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 514－ 8 〃 ハナ 49．9�
612 レ ア バ ー ド 牡3鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 510－121：26．32	 91．3�
36 ロ ジ ム ー ン 牡4鹿 57 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：26．93	 22．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，557，300円 複勝： 60，820，400円 枠連： 34，401，800円
馬連： 119，286，000円 馬単： 49，161，700円 ワイド： 68，346，400円
3連複： 153，947，300円 3連単： 188，302，700円 計： 713，823，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 260円 � 140円 � 120円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 870円 �� 590円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 17，150円

票 数

単勝票数 計 395573 的中 � 21806（6番人気）
複勝票数 計 608204 的中 � 41960（6番人気）� 115103（2番人気）� 158061（1番人気）
枠連票数 計 344018 的中 （7－8） 58309（2番人気）
馬連票数 計1192860 的中 �� 40545（8番人気）
馬単票数 計 491617 的中 �� 5957（18番人気）
ワイド票数 計 683464 的中 �� 17884（9番人気）�� 27598（5番人気）�� 88886（1番人気）
3連複票数 計1539473 的中 ��� 65533（3番人気）
3連単票数 計1883027 的中 ��� 7958（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．0―47．1―59．2―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リパーカッション �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Danehill デビュー 2016．8．20 新潟2着

2014．3．17生 牡4鹿 母 ファーナリー 母母 Fern 21戦3勝 賞金 35，549，000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 メガポリゴン号
（非抽選馬） 3頭 ウサギノダンス号・ナンヨービーナス号・バーンザブリッジ号

15082 6月23日 雨 稍重 （30東京3）第7日 第10競走 ��1，800�
や つ が た け

八 ヶ 岳 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，29．6．24以降30．6．17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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

66 プレミオテーラー 牝6黒鹿53 柴田 大知中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 476－ 41：48．0 20．9�
77 リ カ ビ ト ス 牝4鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：48．31� 5．0�
11 コ ー カ ス 牡4鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 6 〃 ハナ 3．4�
22 アルトリウス 牡4鹿 55 北村 宏司�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B470－ 41：48．61� 3．9�
89 � シンボリタピット 牡6鹿 54 石川裕紀人シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 488－ 2 〃 クビ 9．9	
33 アドヴェントス 牝5黒鹿53 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 464－101：48．91� 3．3

55 オンタケハート 牡7鹿 54 武藤 雅宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 486± 01：49．22 42．5�
44 ディープウェーブ 牡8青鹿54 津村 明秀万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 21：49．94 44．8�
88 ジャストフォーユー �6鹿 53 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：50．11� 60．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 42，591，200円 複勝： 41，478，300円 枠連： 16，066，600円
馬連： 99，103，200円 馬単： 47，311，700円 ワイド： 44，958，500円
3連複： 110，688，900円 3連単： 222，051，900円 計： 624，250，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 380円 � 160円 � 150円 枠 連（6－7） 5，130円

馬 連 �� 6，480円 馬 単 �� 14，780円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，170円 �� 360円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 58，050円

票 数

単勝票数 計 425912 的中 � 16260（6番人気）
複勝票数 計 414783 的中 � 20732（6番人気）� 73203（3番人気）� 84518（2番人気）
枠連票数 計 160666 的中 （6－7） 2426（14番人気）
馬連票数 計 991032 的中 �� 11852（16番人気）
馬単票数 計 473117 的中 �� 2400（37番人気）
ワイド票数 計 449585 的中 �� 6950（19番人気）�� 9343（12番人気）�� 35826（4番人気）
3連複票数 計1106889 的中 ��� 14235（19番人気）
3連単票数 計2220519 的中 ��� 2773（151番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．5―12．1―12．2―11．9―11．6―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．5―47．6―59．8―1：11．7―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4F48．2―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

プレミオテーラー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．5．23 京都4着

2012．2．18生 牝6黒鹿 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 26戦4勝 賞金 62，940，000円



15083 6月23日 雨 重 （30東京3）第7日 第11競走 ��1，600�
げ し

夏至ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，29．6．24以降30．6．17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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

611 ナムラミラクル 牡5芦 55 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 480± 01：35．2 6．4�
59 レッドオルバース 牡6栗 55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506± 01：35．41� 5．3�
816 スマートダンディー 牡4鹿 57 戸崎 圭太大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 496＋ 21：35．61� 2．7�
23 ベルウッドテラス �8鹿 53 江田 照男鈴木 照雄氏 中舘 英二 日高 オリオンファーム 482－ 21：35．91� 129．9�
24 スピーディクール 牡4栗 57 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 494＋ 21：36．0� 4．0�
510 マイネルエスパス 牡6青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 522＋ 2 〃 クビ 42．7	
612 メガオパールカフェ 牡7栗 52 武藤 雅西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 538＋ 41：36．1クビ 40．3

714 パワーポケット 牡6黒鹿54 三浦 皇成柳原 達也氏 中野 栄治 浦河 ダイヤモンドファーム 540＋ 61：36．31� 40．2�
713 メイスンウォー 牡8鹿 51 杉原 誠人梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468－ 2 〃 クビ 233．8�
35 エメラルエナジー 牡6栗 54 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B502＋ 41：37．04 44．8
36 レッドライジェル �6鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 440－ 8 〃 ハナ 29．2�
815 クロフネビームス 牝6芦 52 丸田 恭介古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 482－ 21：37．21 24．8�
11 ジュンスパーヒカル 牡6鹿 55 大野 拓弥河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 61：37．4� 11．4�
12 メイショウバッハ 牡5栗 53 津村 明秀松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 486－ 41：37．61� 60．4�
48 モ ン テ ネ オ 牡8黒鹿52 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 486± 01：38．34 142．5�
47 ヴ ァ ー ノ ン 牡7栗 53 大庭 和弥�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 502＋ 41：38．4� 195．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，576，600円 複勝： 112，713，500円 枠連： 62，123，700円
馬連： 286，391，100円 馬単： 120，189，800円 ワイド： 139，323，400円
3連複： 400，474，700円 3連単： 575，336，800円 計： 1，781，129，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 160円 � 130円 枠 連（5－6） 1，320円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 500円 �� 390円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 13，270円

票 数

単勝票数 計 845766 的中 � 104252（4番人気）
複勝票数 計1127135 的中 � 143509（4番人気）� 180065（3番人気）� 252993（1番人気）
枠連票数 計 621237 的中 （5－6） 36381（6番人気）
馬連票数 計2863911 的中 �� 135423（7番人気）
馬単票数 計1201898 的中 �� 24497（14番人気）
ワイド票数 計1393234 的中 �� 68333（6番人気）�� 92311（3番人気）�� 107953（2番人気）
3連複票数 計4004747 的中 ��� 213944（3番人気）
3連単票数 計5753368 的中 ��� 31418（34番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．7―11．9―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．3―46．0―57．9―1：10．0―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラミラクル �
�
父 スパイキュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．10．24 京都6着

2013．5．4生 牡5芦 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ 21戦5勝 賞金 79，187，000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 ガーニーフラップ号・クワドループル号・コアレスキング号

15084 6月23日 雨 重 （30東京3）第7日 第12競走 ��1，400�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
1：19．5
1：19．0

良
良

47 ウィンドライジズ 牡4鹿 57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 466＋ 41：24．4 3．6�
35 インジャスティス �5鹿 57

54 ▲木幡 育也山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 522－ 81：24．61� 90．8�
59 アドマイヤシナイ 牡4鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 464± 0 〃 クビ 5．5�
713 パンドラフォンテン 牝4栗 55 内田 博幸吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 456＋ 21：24．7	 7．3�
48 モ デ レ イ ト 牝3鹿 52 横山 典弘�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 454＋101：24．8
 9．7�
12 ハイヤーアプシス 牝4黒鹿55 北村 宏司吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 422＋ 4 〃 クビ 22．7	
11 � フィールザサンダー 牡4鹿 57 大野 拓弥櫻井 正氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 450± 01：25．22
 62．4

510 キュイキュイ 牝4栗 55

53 △藤田菜七子 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 462± 01：25．41� 68．3�
612 ベストアクター 牡4芦 57 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 アタマ 13．1�
24 ゴールドアピール 牝4鹿 55 杉原 誠人居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 458－ 81：25．5
 27．1
714 レッドイリーゼ 牝3青鹿52 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 454＋121：25．6
 6．6�
23 � ライズスクリュー 牝4栗 55 柴田 善臣島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 452＋ 4 〃 クビ 17．8�
36 シ キ シ マ 牡3鹿 54

51 ▲山田 敬士井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 472－ 41：25．81
 213．4�
611 ニシノジャガーズ 牡3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 472－ 21：26．12 7．3�
816 サクラベルカント 牡6鹿 57 津村 明秀�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 528－ 21：27．37 100．9�

（15頭）
815 マツリダウメキチ 牡4鹿 57 三浦 皇成髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 71，596，900円 複勝： 119，096，600円 枠連： 49，582，800円
馬連： 188，298，600円 馬単： 72，469，500円 ワイド： 114，900，700円
3連複： 248，057，700円 3連単： 315，686，500円 計： 1，179，689，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 960円 � 180円 枠 連（3－4） 8，710円

馬 連 �� 20，980円 馬 単 �� 32，500円

ワ イ ド �� 5，250円 �� 340円 �� 7，580円

3 連 複 ��� 25，660円 3 連 単 ��� 166，450円

票 数

単勝票数 差引計 715969（返還計 7009） 的中 � 156913（1番人気）
複勝票数 差引計1190966（返還計 12506） 的中 � 266799（1番人気）� 21687（11番人気）� 184229（2番人気）
枠連票数 差引計 495828（返還計 291） 的中 （3－4） 4407（23番人気）
馬連票数 差引計1882986（返還計 39877） 的中 �� 6954（46番人気）
馬単票数 差引計 724695（返還計 15721） 的中 �� 1672（87番人気）
ワイド票数 差引計1149007（返還計 24708） 的中 �� 5178（48番人気）�� 101628（1番人気）�� 3573（54番人気）
3連複票数 差引計2480577（返還計 95783） 的中 ��� 7250（79番人気）
3連単票数 差引計3156865（返還計111680） 的中 ��� 1375（493番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．7
3 5（4，8，9）7（2，13）（1，14）（6，12）16，10，3－11 4 5（4，8，9）（7，13）（1，2）（6，12，14）（10，16）（3，11）

勝馬の
紹 介

ウィンドライジズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2016．7．9 函館2着

2014．3．27生 牡4鹿 母 タッソーニー 母母 プリヴィレッジ 17戦3勝 賞金 52，265，000円
〔競走除外〕 マツリダウメキチ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため装鞍所で競走除外。
※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 エスターテ号
（非抽選馬） 1頭 フリームーヴメント号



（30東京3）第7日 6月23日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良後稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 175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

228，420，000円
2，570，000円
16，230，000円
1，920，000円
26，600，000円
71，148，000円
5，520，200円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
527，765，500円
812，649，500円
299，485，700円
1，234，100，600円
571，207，800円
730，475，400円
1，639，243，600円
2，313，980，600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 8，128，908，700円

総入場人員 27，446名 （有料入場人員 25，884名）
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