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15025 6月8日 曇 不良 （1東京3） 第3日 第1競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

35 ミユキダイアモンド 牝3鹿 54 田辺 裕信長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 440± 01：38．2 6．8�
713 ストラトフォード 牝3鹿 54 内田 博幸下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B486＋ 41：38．3� 2．0�
59 ゼ ロ カ ラ 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新ひだか 下屋敷牧場 446－ 81：38．4� 61．1�
36 エ ス デ ス 牝3鹿 54 大野 拓弥田原 邦男氏 田中 博康 千歳 社台ファーム B434－ 61：38．61� 14．5�
815 ラフレシアレディ 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 昭一氏 畠山 吉宏 浦河 モトスファーム 474－ 21：38．81� 280．3�
48 メジャーセブンス 牝3栗 54 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 470＋ 21：38．9アタマ 6．2	
47 ファイトフラッシュ 牝3黒鹿54 丹内 祐次�天羽牧場 古賀 史生 日高 天羽牧場 470－ 61：39．22 175．8

11 シークザトゥルース 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B474－ 41：39．52 20．7�
611 ペイシャニンフ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 様似 林 時春 494± 01：39．71� 37．7
24 アミフジアギシャン 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 442－ 81：40．01� 228．1�
12 グリームロータス 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大 �YGGホースクラブ 根本 康広 浦河 浦河小林牧場 420－ 81：40．31� 249．2�
816 ベイオブレインボー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也飯田 政子氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 476－ 61：40．72� 181．9�
714 ベ レ ー ザ 牝3鹿 54 横山 和生 �カナヤマホール

ディングス 奥村 武 浦河 酒井牧場 462± 01：41．33� 19．7�
510 マハロモアナ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 442＋ 2 〃 アタマ 121．8�
612 トゥインクルリーフ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 438－ 41：41．4クビ 4．5�
23 カフェノヴィーン 牝3栗 54

51 ▲大塚 海渡西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 462± 01：42．03� 286．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，109，800円 複勝： 64，373，000円 枠連： 15，098，400円
馬連： 69，399，400円 馬単： 36，998，600円 ワイド： 51，743，500円
3連複： 105，509，500円 3連単： 133，348，800円 計： 511，581，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 110円 � 890円 枠 連（3－7） 470円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 330円 �� 3，120円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 8，940円 3 連 単 ��� 42，830円

票 数

単勝票数 計 351098 的中 � 40886（4番人気）
複勝票数 計 643730 的中 � 86967（3番人気）� 246128（1番人気）� 9874（9番人気）
枠連票数 計 150984 的中 （3－7） 24502（2番人気）
馬連票数 計 693994 的中 �� 72887（3番人気）
馬単票数 計 369986 的中 �� 15609（5番人気）
ワイド票数 計 517435 的中 �� 45923（3番人気）�� 3921（27番人気）�� 5233（22番人気）
3連複票数 計1055095 的中 ��� 8851（28番人気）
3連単票数 計1333488 的中 ��� 2257（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．9―47．0―59．6―1：12．5―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミユキダイアモンド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Empire Maker デビュー 2018．12．15 中山9着

2016．3．30生 牝3鹿 母 プ ロ ラ タ 母母 Relaxed 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 ベイオブレインボー号の騎手木幡巧也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・12

番・11番・7番）

15026 6月8日 曇 不良 （1東京3） 第3日 第2競走 ��
��2，100�3歳未勝利

発走10時40分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

816 テーオーダンケルク 牡3栗 56 戸崎 圭太小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 468＋ 82：11．1 5．2�
35 ワンダーコノシュア 牡3黒鹿 56

53 ▲菅原 明良山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 488＋ 62：11．31 26．7�
36 ア ケ ル 牡3黒鹿56 丹内 祐次西森 鶴氏 清水 英克 新ひだか 藤川フアーム 458± 02：11．4� 133．5�
24 ベルウッドヒビキ 牡3鹿 56 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 山口 忠彦 484＋ 82：12．25 13．8�
12 ゲインスプレマシー �3鹿 56 D．レーン �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 476－ 42：12．3	 2．0�

（豪）

23 プリマコロン 牝3栗 54
53 ☆菊沢 一樹臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 476＋ 82：12．83 337．6	

510 サクセスファイター 牡3栗 56 松岡 正海髙嶋 哲氏 中舘 英二 新ひだか 服部 牧場 504＋ 22：13．01
 12．3

59 アナザークイーン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 42：13．31	 12．9�
48 ドンウォリマミー 牡3鹿 56 石橋 脩諸江 幸祐氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500＋ 42：13．4� 29．2�
815 ファカレワレワ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅ラ・メール 戸田 博文 浦河 谷川牧場 496－10 〃 クビ 46．3�
47 タッチングムービー 牡3黒鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 奥村 武 新ひだか 下屋敷牧場 B506－102：13．5クビ 15．7�
612 ゴ ン ジ セ 牝3黒鹿54 横山 和生西森 鶴氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 472＋12 〃 クビ 142．9�
714 フィストバンプ 牡3青鹿56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 490＋ 42：13．6� 23．9�
11 アイルビーザスター 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B476± 02：13．7クビ 21．4�
713 シントーキング 牡3栗 56 内田 博幸中野 辰三氏 石毛 善彦 むかわ 上水牧場 B516－122：13．8� 60．8�
611 ジュンサンム 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎河合 純二氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：15．39 18．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，506，200円 複勝： 61，680，400円 枠連： 20，828，500円
馬連： 70，959，000円 馬単： 38，408，300円 ワイド： 57，725，600円
3連複： 104，282，600円 3連単： 125，340，000円 計： 515，730，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 900円 � 3，940円 枠 連（3－8） 4，770円

馬 連 �� 7，070円 馬 単 �� 12，090円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 9，930円 �� 25，830円

3 連 複 ��� 188，460円 3 連 単 ��� 757，260円

票 数

単勝票数 計 365062 的中 � 56043（2番人気）
複勝票数 計 616804 的中 � 92445（2番人気）� 16228（11番人気）� 3486（15番人気）
枠連票数 計 208285 的中 （3－8） 3381（18番人気）
馬連票数 計 709590 的中 �� 7771（24番人気）
馬単票数 計 384083 的中 �� 2381（38番人気）
ワイド票数 計 577256 的中 �� 6939（23番人気）�� 1489（74番人気）�� 570（94番人気）
3連複票数 計1042826 的中 ��� 415（289番人気）
3連単票数 計1253400 的中 ��� 120（1375番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．6―31．0―43．4―56．1―1：08．6―1：21．1―1：33．5―1：46．1―1：58．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーダンケルク �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．16 東京11着

2016．3．18生 牡3栗 母 テーオーフェアリー 母母 チアズグレイス 12戦1勝 賞金 9，050，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 東京競馬 第３日



15027 6月8日 曇 不良 （1東京3） 第3日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

47 ヤサカリベルテ 牡3栗 56 柴田 善臣志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B454± 01：37．3 13．6�
24 タイセイシャトル 牡3栗 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 474－ 2 〃 ハナ 2．6�
23 ク ロ ヒ ョ ウ 牡3青鹿56 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 478± 01：37．51� 23．7�
713 フライクーゲル 牡3鹿 56 D．レーン 水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 B470－ 2 〃 ハナ 2．8�

（豪）

11 ダークロード 牡3黒鹿 56
55 ☆武藤 雅田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 520－121：37．82 6．9�

48 トーセンテキーラ 牡3鹿 56 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 日西牧場 526＋ 41：38．22� 6．1	
12 シャインオンアテナ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 414＋ 2 〃 ハナ 207．6

611 ダイレクトフライト 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 61：38．52 54．2�

612 トミケンミステリオ 牡3栗 56 丹内 祐次冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 永村 侑 458－ 81：38．92� 224．5
714 スリーコーズライン 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 61：39．0クビ 89．4�
510 キ ラ ス テ ラ 牝3鹿 54 津村 明秀�桜井牧場 高木 登 新ひだか 桜井牧場 454－ 81：39．21� 130．6�
35 パワーリンク 牡3黒鹿56 江田 照男飯田 正剛氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 520＋141：39．73 109．8�
815 ケイティパッション 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士瀧本 和義氏 小野 次郎 安平 ノーザンファーム 428－101：40．23 153．0�
59 ハ ナ イ カ ダ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 静内酒井牧場 410＋ 61：40．83� 397．5�
816 ジャストワンルック 牡3鹿 56 内田 博幸平井 裕氏 田村 康仁 新ひだか へいはた牧場 532± 01：44．4大差 25．7�

（15頭）
36 ゴ ー 牡3鹿 56 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 496± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，973，000円 複勝： 45，299，700円 枠連： 15，106，200円
馬連： 48，339，200円 馬単： 24，511，900円 ワイド： 34，441，600円
3連複： 51，757，300円 3連単： 66，575，700円 計： 315，004，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 300円 � 130円 � 460円 枠 連（2－4） 710円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，340円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 50，120円

票 数

単勝票数 差引計 289730（返還計 41729） 的中 � 16944（5番人気）
複勝票数 差引計 452997（返還計 71544） 的中 � 32880（5番人気）� 128971（1番人気）� 18875（6番人気）
枠連票数 差引計 151062（返還計 444） 的中 （2－4） 16340（3番人気）
馬連票数 差引計 483392（返還計176410） 的中 �� 19973（7番人気）
馬単票数 差引計 245119（返還計 89148） 的中 �� 4119（17番人気）
ワイド票数 差引計 344416（返還計141634） 的中 �� 14920（6番人気）�� 3621（22番人気）�� 8493（11番人気）
3連複票数 差引計 517573（返還計340275） 的中 ��� 4996（23番人気）
3連単票数 差引計 665757（返還計457332） 的中 ��� 963（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．1―48．6―1：01．2―1：13．7―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤサカリベルテ �
�
父 サウンドボルケーノ �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2018．7．7 福島6着

2016．2．28生 牡3栗 母 ヤサカシャイニー 母母 ウィーレジスタンス 13戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走除外〕 ゴー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャストワンルック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月8日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 キラステラ号・スリーコーズライン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月8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 ストームガスト号・ダイシンリカール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15028 6月8日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（1東京3） 第3日 第4競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

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

814 ブライトクォーツ 牡5鹿 60 熊沢 重文 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 482－ 23：21．3 3．1�
34 スターオブペルシャ �6栗 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 524＋ 8 〃 クビ 2．2�
610 グランソード 牡4青鹿60 難波 剛健�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 538－ 63：22．04 12．0�
57 エジステンツァ 牡5鹿 60 佐久間寛志 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 63：22．63� 14．2�
33 � メイショウボンロク 牡8栗 60 中村 将之松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 514± 03：23．55 21．8�
45 エールブリリアンツ 牡5芦 60 白浜 雄造佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 490± 03：23．6	 26．6	
58 � ビ ー ハ グ �7黒鹿60 小野寺祐太岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 476＋ 43：23．7� 70．3

69 トゥルーウインド 牡7栗 60 山本 康志 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 452－ 43：23．91 5．7�
46 � ウインバローラス 牡7鹿 60 大庭 和弥�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 496± 03：24．21	 47．6
712� シゲルタケノコ �4栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 森永牧場 474＋103：25．58 61．0�
813 ニシノベイオウルフ 牡4黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 488－ 83：26．56 90．2�
22 リネンソング 牡6黒鹿60 蓑島 靖典戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 470－ 23：27．24 161．2�
11 � ク ス リ バ コ 牡4鹿 60 伴 啓太小田切有一氏 星野 忍 浦河 木村牧場 462＋ 2 （競走中止） 111．3�

（13頭）
711 スマートヴォルフ 牡4鹿 60 金子 光希大川 徹氏 古賀 史生 日高 戸川牧場 474＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，414，900円 複勝： 27，989，000円 枠連： 16，614，300円
馬連： 48，834，600円 馬単： 27，765，700円 ワイド： 31，645，500円
3連複： 70，196，500円 3連単： 99，522，700円 計： 349，983，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 120円 � 180円 枠 連（3－8） 430円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 220円 �� 380円 �� 480円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，940円

票 数

単勝票数 差引計 274149（返還計 1199） 的中 � 70057（2番人気）
複勝票数 差引計 279890（返還計 1626） 的中 � 72630（1番人気）� 69513（2番人気）� 26983（4番人気）
枠連票数 差引計 166143（返還計 167） 的中 （3－8） 29527（1番人気）
馬連票数 差引計 488346（返還計 7123） 的中 �� 95231（1番人気）
馬単票数 差引計 277657（返還計 3821） 的中 �� 21897（2番人気）
ワイド票数 差引計 316455（返還計 5872） 的中 �� 42113（1番人気）�� 20027（3番人気）�� 15173（5番人気）
3連複票数 差引計 701965（返還計 18926） 的中 ��� 53571（2番人気）
3連単票数 差引計 995227（返還計 23602） 的中 ��� 18287（6番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 49．9－3F 36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトクォーツ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．8．14 小倉13着

2014．3．22生 牡5鹿 母 レースドール 母母 ビスクドール 障害：4戦1勝 賞金 12，900，000円
〔競走除外〕 スマートヴォルフ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 クスリバコ号は，1周目6号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



15029 6月8日 曇 稍重 （1東京3） 第3日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

33 グランチェイサー 牡2黒鹿54 田辺 裕信落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 440 ―1：22．6 12．3�
22 インザムービー 牝2鹿 54 丸山 元気安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 472 ― 〃 クビ 4．6�
711 ファートゥア 牝2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466 ―1：22．7� 2．2�
69 セイウンパワフル 牡2鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 474 ―1：23．23 22．6�
11 ヨ ン ウ ォ ニ 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 田中 清隆 日高 道見牧場 422 ―1：23．3� 47．7�
813 デ ィ ン ブ ラ 牝2鹿 54 三浦 皇成	ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462 ― 〃 ハナ 6．0

710 ア ル カ ウ ン 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 笹島 智則 418 ―1：23．51� 43．2�
68 ニジュッケンドーロ 牡2鹿 54 D．レーン 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422 ―1：23．6クビ 6．5�

（豪）

44 グートエーデル 牝2芦 54 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 新冠 村上 雅規 422 ―1：24．02� 104．8

57 トマティーナ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 村下 明博 416 ―1：24．63� 168．5�
812 ベルジルウェット 牝2黒鹿54 木幡 初也 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 466 ―1：25．45 143．8�
45 シュガートウショウ 牝2芦 54

51 ▲小林 凌大トウショウ産業	 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 400 ―1：25．72 166．6�
56 ディープシーブルー 牡2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 信田牧場 418 ―1：26．01� 126．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，821，500円 複勝： 55，781，700円 枠連： 13，952，500円
馬連： 66，737，500円 馬単： 38，930，400円 ワイド： 47，501，800円
3連複： 88，864，900円 3連単： 129，411，500円 計： 496，001，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 200円 � 150円 � 120円 枠 連（2－3） 2，070円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 560円 �� 470円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 16，150円

票 数

単勝票数 計 548215 的中 � 37660（5番人気）
複勝票数 計 557817 的中 � 52907（5番人気）� 92581（2番人気）� 163991（1番人気）
枠連票数 計 139525 的中 （2－3） 5217（8番人気）
馬連票数 計 667375 的中 �� 27414（8番人気）
馬単票数 計 389304 的中 �� 5925（20番人気）
ワイド票数 計 475018 的中 �� 20283（8番人気）�� 24530（5番人気）�� 51254（1番人気）
3連複票数 計 888649 的中 ��� 46060（4番人気）
3連単票数 計1294115 的中 ��� 5807（53番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―11．6―12．1―11．4―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．0―35．6―47．7―59．1―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランチェイサー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Hawk 初出走

2017．2．10生 牡2黒鹿 母 キャッスルブラウン 母母 Hiroo Garden 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15030 6月8日 曇 稍重 （1東京3） 第3日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走13時00分 （芝・左）

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

中央レコード
1：30．5
1：30．5

良
良

48 ガ ロ シ ェ 牝3黒鹿 54
53 ☆武藤 雅 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：33．8 4．1�
24 ホウオウヒミコ 牝3黒鹿54 D．レーン 小笹 芳央氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 452± 01：33．9� 3．3�

（豪）

817 ギフトオブアート 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 2 〃 クビ 4．9�

35 ヴ ォ ア ラ 牝3黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 新開 幸一 浦河 杵臼牧場 470＋ 21：34．11� 21．3�
612 ショウナンハルラ 牝3鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 森永 聡 418＋101：34．41� 236．7�
12 パ ロ ネ ラ 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474± 01：34．61 3．6	
11 ボニーソックス 牝3黒鹿54 津村 明秀落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 440＋ 2 〃 クビ 44．3

713 ココリアッピア 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 436－ 81：34．7� 48．9�
714 パドゥバスク 牝3鹿 54 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 484－ 61：35．12� 116．1�
816 パ ン ド ラ 牝3鹿 54 田辺 裕信 J．ウー氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 424± 01：35．31� 87．9
715 スマートブランコ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹吉田喜代司氏 佐藤 吉勝 浦河 有限会社
松田牧場 404－101：35．4� 479．2�

47 ル ク リ リ 牝3栗 54
53 ☆横山 武史菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444＋ 6 〃 クビ 60．0�

36 コマノヴァンドール 牝3鹿 54 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 472＋ 41：35．82� 14．6�
818 ヒマワリオジョウ 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士石井 義孝氏 中野 栄治 日高 中館牧場 416＋ 2 〃 ハナ 318．3�
510 モードフランス 牝3黒鹿54 丹内 祐次吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 454＋201：36．33 47．4�
23 ファーマダイヤ 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良中西 功氏 稲垣 幸雄 日高 木部ファーム 436＋101：37．04 345．7�
59 レコルダーレ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 404－ 21：37．53 165．5�
611 マリノエリー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也和田 志保氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 474＋ 21：37．6� 278．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 44，813，200円 複勝： 67，584，700円 枠連： 21，391，000円
馬連： 85，502，400円 馬単： 40，085，100円 ワイド： 60，647，600円
3連複： 117，533，500円 3連単： 143，232，300円 計： 580，789，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 130円 � 140円 枠 連（2－4） 650円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 270円 �� 270円 �� 300円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 4，370円

票 数

単勝票数 計 448132 的中 � 87179（3番人気）
複勝票数 計 675847 的中 � 137416（2番人気）� 142101（1番人気）� 118108（3番人気）
枠連票数 計 213910 的中 （2－4） 25141（1番人気）
馬連票数 計 855024 的中 �� 95878（1番人気）
馬単票数 計 400851 的中 �� 21013（3番人気）
ワイド票数 計 606476 的中 �� 58655（1番人気）�� 58535（2番人気）�� 50433（3番人気）
3連複票数 計1175335 的中 ��� 107539（1番人気）
3連単票数 計1432323 的中 ��� 23715（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．5―46．5―58．6―1：10．1―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．2
3 7，14（2，8，9）10（4，6，17）（3，11）（1，12）（16，18）5，15，13 4 7（2，14）（8，9）（17，10）（3，4）6（1，11）（12，18，13）5（15，16）

勝馬の
紹 介

ガ ロ シ ェ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．11．17 東京3着

2016．2．24生 牝3黒鹿 母 キストゥヘヴン 母母 ロングバージン 6戦1勝 賞金 13，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 ファーマダイヤ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月8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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アウトストリップ号・グランパルトネール号・ワイルドタッチ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



15031 6月8日 曇 重 （1東京3） 第3日 第7競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走13時30分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 イサチルダイチ 牡3鹿 56 松岡 正海小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 498－ 21：24．2 4．7�
23 � ラスベガステソーロ 牡3黒鹿56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Lochlow
Farm 516－ 21：24．41� 2．5�

510 アーティファクト 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 6 〃 ハナ 5．1�

815 マイネルナイペス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B462＋ 61：24．61� 6．9�

47 プリマヴォルタ 牝3鹿 54 津村 明秀ディアレストクラブ� 矢野 英一 新冠 松浦牧場 422＋ 2 〃 ハナ 13．3	
24 バシクンレッツゴー 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 486－ 21：25．23	 170．8

36 コパノアダムス 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良小林 照弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 伊藤 敏明 490± 01：25．3
 60．2�
611 シャインベスト 牝3鹿 54 大野 拓弥�加藤牧場 青木 孝文 日高 加藤牧場 434－ 21：25．4	 9．3�
713 セイウンメラビリア 牝3青鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 石郷岡 雅樹 470－ 61：25．61� 113．1
11 � プリモスペード 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 米
Millennium
Farms & Tiznow
Syndicate

486－16 〃 アタマ 17．3�
714 アルファフレイム 牡3栗 56 伊藤 工真�貴悦 和田正一郎 新冠 松浦牧場 442－10 〃 ハナ 71．4�
59 � ゼ ル タ ー 牡3栗 56

55 ☆横山 武史ゴドルフィン 加藤 征弘 独 Graf u. Grafin
v. Stauffenberg 498－ 21：25．91
 100．1�

48 ハーモニーブレイブ 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 新冠 村上 欽哉 432＋121：26．32	 168．0�

35 クラウンポセイドン 牡3栗 56
53 ▲木幡 育也矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 B478± 01：27．47 125．1�

612 オールフォーワン 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 454－ 61：28．25 381．2�

816 マリノクリスタル 牝3鹿 54 田中 勝春�クラウン 的場 均 日高 クラウン日高牧場 418－ 21：32．1大差 211．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，510，900円 複勝： 53，938，700円 枠連： 17，909，400円
馬連： 78，323，200円 馬単： 36，999，300円 ワイド： 53，960，000円
3連複： 104，063，700円 3連単： 130，282，800円 計： 514，988，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 120円 � 200円 枠 連（1－2） 500円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 250円 �� 550円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 6，000円

票 数

単勝票数 計 395109 的中 � 65876（2番人気）
複勝票数 計 539387 的中 � 97161（2番人気）� 151609（1番人気）� 52830（5番人気）
枠連票数 計 179094 的中 （1－2） 27750（1番人気）
馬連票数 計 783232 的中 �� 97509（1番人気）
馬単票数 計 369993 的中 �� 19966（3番人気）
ワイド票数 計 539600 的中 �� 62800（1番人気）�� 23183（6番人気）�� 27164（5番人気）
3連複票数 計1040637 的中 ��� 58615（2番人気）
3連単票数 計1302828 的中 ��� 15742（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．9―47．2―59．5―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．0
3 ・（3，11，10）（9，12，14，15）（1，6，7）（4，8）2－（13，16）－5 4 3（11，10）（9，15）（12，14）7（1，6）（2，4，8）－13－16，5

勝馬の
紹 介

イサチルダイチ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 アドマイヤドン デビュー 2018．9．30 中山8着

2016．3．26生 牡3鹿 母 ヒシヴェリタス 母母 ヒシソニック 5戦1勝 賞金 7，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリノクリスタル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月8日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 プリモスペード号・ゼルター号・オールフォーワン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年

8月8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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 カシノブレンド号・ホットスタンプ号・マーヴェラスロード号・モリトシュン号・ラルムエトワール号

15032 6月8日 曇 良 （1東京3） 第3日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走14時00分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．5

良
良

812 サトノフォース 牡3黒鹿54 C．ルメール �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 450± 01：33．8 2．5�
56 ヘイワノツカイ 牡3栗 54 D．レーン 星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 454＋ 4 〃 クビ 2．7�

（豪）

33 シュバルツリッター 牡4青鹿57 大野 拓弥ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 468± 01：34．01� 14．2�
68 ショーヒデキラ 牡3鹿 54

53 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 472＋ 21：34．1� 4．8�
11 アーザムブルー 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：34．2� 10．3	
79 クロムウェル 牡3栗 54

51 ▲菅原 明良�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 426－ 41：34．73 115．0

22 	 ヴァイスジーニー 牡5芦 57

55 △野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 康利 米

Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

526＋ 81：35．01
 104．5�
811 ダイイチターミナル 牡5鹿 57 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 446－ 8 〃 クビ 15．4�
710 カイトセブン 牡4黒鹿57 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 むかわ 佐久間 孝司 498＋ 61：35．21� 348．0
44 トップホライゾン 牡4鹿 57 岩部 純二紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 510＋ 21：35．73 114．5�
67 � クリノハプスブルク 牡5鹿 57 五十嵐雄祐栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 448－ 61：35．8� 410．0�
55 マイネルアプラウス 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 41：36．01 29．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 49，256，100円 複勝： 55，561，300円 枠連： 17，101，800円
馬連： 87，102，600円 馬単： 44，133，300円 ワイド： 54，617，900円
3連複： 106，964，900円 3連単： 179，635，400円 計： 594，373，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 210円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 180円 �� 570円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 492561 的中 � 153532（1番人気）
複勝票数 計 555613 的中 � 132400（2番人気）� 143560（1番人気）� 46311（6番人気）
枠連票数 計 171018 的中 （5－8） 40211（1番人気）
馬連票数 計 871026 的中 �� 186618（1番人気）
馬単票数 計 441333 的中 �� 43661（2番人気）
ワイド票数 計 546179 的中 �� 97458（1番人気）�� 20625（9番人気）�� 27274（6番人気）
3連複票数 計1069649 的中 ��� 73092（3番人気）
3連単票数 計1796354 的中 ��� 32288（11番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．9―12．2―11．7―11．4―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―35．3―47．5―59．2―1：10．6―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノフォース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Afleet Alex デビュー 2018．12．15 中山2着

2016．4．9生 牡3黒鹿 母 ビタースウィート 母母 ムーンライトガーデンズ 6戦2勝 賞金 18，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



15033 6月8日 曇 良 （1東京3） 第3日 第9競走 ��
��2，000�

は ち じ ょ う じ ま

八 丈 島 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，1勝クラス（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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

811 ミッキーバード 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 516－101：59．6 7．3�
79 フォルコメン 牡3鹿 54 D．レーン �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 514＋ 6 〃 クビ 5．2�

（豪）

66 カセドラルベル 牝3鹿 52 M．デムーロ吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 514＋101：59．91	 2．2�
67 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿57 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 482－ 22：00．43 38．5�
22 
 ジンゴイスト 牡4青鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490－ 22：00．61� 5．8�
55 チェサピークベイ 牡3芦 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 〃 クビ 5．0	
78 ユウチェンジ 牡6黒鹿57 戸崎 圭太
アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B506＋ 82：00．7	 18．0�
810
 ベルウッドミライ 牡5黒鹿57 横山 武史鈴木 照雄氏 伊藤 大士 浦河 市川フアーム 468－ 22：01．12	 244．7�
33 ジ ン 牡3黒鹿54 内田 博幸田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 笹島 政信 460－ 2 〃 ハナ 90．4
11 
 ヴィーヴルサヴィ �4鹿 57 津村 明秀ライオンレースホース
 林 徹 千歳 社台ファーム B504－142：01．63 80．1�
44 
 ス テ イ タ ス �4黒鹿57 大塚 海渡ニッシンレーシング 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 482－ 42：02．23	 218．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 54，518，100円 複勝： 64，263，500円 枠連： 17，353，900円
馬連： 108，012，300円 馬単： 50，893，400円 ワイド： 58，244，700円
3連複： 131，366，500円 3連単： 215，879，800円 計： 700，532，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 170円 � 150円 � 120円 枠 連（7－8） 1，110円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 590円 �� 330円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 11，410円

票 数

単勝票数 計 545181 的中 � 59503（5番人気）
複勝票数 計 642635 的中 � 77318（5番人気）� 98430（3番人気）� 180115（1番人気）
枠連票数 計 173539 的中 （7－8） 12012（7番人気）
馬連票数 計1080123 的中 �� 42358（9番人気）
馬単票数 計 508934 的中 �� 9264（20番人気）
ワイド票数 計 582447 的中 �� 22722（10番人気）�� 45325（4番人気）�� 62742（2番人気）
3連複票数 計1313665 的中 ��� 88216（4番人気）
3連単票数 計2158798 的中 ��� 13710（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．3―47．8―1：00．8―1：13．4―1：25．7―1：37．2―1：48．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーバード �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2017．12．28 中山5着

2015．2．2生 牡4鹿 母 メジロルバート 母母 メジロラモーヌ 12戦2勝 賞金 31，409，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15034 6月8日 曇 重 （1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 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．6．9以降1．6．2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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

35 エルデュクラージュ �5芦 55 C．ルメール �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：08．8 2．7�
59 ワンダーウマス 牡5鹿 54 松岡 正海山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 490－ 22：09．12 13．1�
714� ジ ェ ミ ニ ズ 牡5栗 56 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 524± 02：09．2	 7．1�
816 グロンフォール 牡4鹿 55 内田 博幸 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 574＋ 4 〃 クビ 11．8�
23 コマビショウ 牡4黒鹿57 津村 明秀小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486－ 82：09．3クビ 7．1	
611 カ ナ シ バ リ 牝3鹿 51 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 502＋ 2 〃 クビ 27．7

713 ト イ ガ ー 牡3黒鹿53 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 530＋ 42：09．51 15．4�
48 アバオアクー 牡7鹿 54 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B522＋ 42：10．13	 21．4�
510 テトラルキア 牡4鹿 55 石橋 脩吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋ 42：10．73	 8．1
12 キタサンヴィクター 牡4鹿 54 横山 武史�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 502－ 6 〃 クビ 57．4�
36 メイショウササユリ 牝5黒鹿52 横山 和生松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 506＋ 82：10．8
 21．7�
47 ドリームリヴァール �9黒鹿53 藤田菜七子ライオンレースホース� 池上 昌和 安平 追分ファーム B466± 02：10．9クビ 155．8�
612 サトノヴィクトリー 牡5鹿 54 D．レーン 里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B454－ 8 〃 クビ 18．4�

（豪）

815 デアリングアイデア 牡5鹿 54 松山 弘平宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 460＋ 42：11．11� 67．4�
11 ミラクルヒッター 牡4芦 54 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 498－ 22：12．27 78．7�
24 ショーンガウアー �4栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B490－202：12．94 31．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，831，800円 複勝： 92，590，400円 枠連： 37，933，800円
馬連： 171，547，900円 馬単： 66，894，800円 ワイド： 107，055，700円
3連複： 241，364，600円 3連単： 281，906，600円 計： 1，058，125，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 320円 � 180円 枠 連（3－5） 800円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 720円 �� 350円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 17，860円

票 数

単勝票数 計 588318 的中 � 168335（1番人気）
複勝票数 計 925904 的中 � 226042（1番人気）� 55371（6番人気）� 133171（2番人気）
枠連票数 計 379338 的中 （3－5） 36728（2番人気）
馬連票数 計1715479 的中 �� 64140（5番人気）
馬単票数 計 668948 的中 �� 17364（7番人気）
ワイド票数 計1070557 的中 �� 36851（5番人気）�� 87310（1番人気）�� 18722（15番人気）
3連複票数 計2413646 的中 ��� 44879（8番人気）
3連単票数 計2819066 的中 ��� 11441（27番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．9―31．9―44．8―56．4―1：08．5―1：20．5―1：32．6―1：44．6―1：56．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エルデュクラージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都1着

2014．5．3生 �5芦 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 18戦4勝 賞金 56，594，000円
〔発走状況〕 エルデュクラージュ号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 パレスハングリー号・リュミエールドール号
（非抽選馬） 8頭 イルフォーコン号・ウォーターマーズ号・オペラハット号・キャベンディッシュ号・クロノスタシス号・

サノノカガヤキ号・サンティーニ号・フワトロ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

追 加 記 事（第 3回東京競馬第 1日第 7競走）
〔その他〕　　レローヴ号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



15035 6月8日 曇 良 （1東京3） 第3日 第11競走 ��
��1，600�

た ま が わ

多摩川ステークス
発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．6．9以降1．6．2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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．5

良
良

818 ファストアプローチ �4栗 56 木幡 育也山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 544＋ 21：33．0 58．6�
510 サトノキングダム 牡6鹿 55 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474＋ 81：33．1� 5．5�
817 ト ラ イ ン 牡4鹿 55 松山 弘平大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 458± 01：33．2クビ 6．7�
36 ア シ ュ リ ン 牝4青鹿53 石川裕紀人吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 464－ 4 〃 クビ 10．2�
59 トーセンブレス 牝4黒鹿54 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 アタマ 26．2	
35 ペルソナリテ 牝6鹿 53 丹内 祐次 �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 434＋181：33．41 32．1

23 リ カ ビ ト ス 牝5鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 432－ 2 〃 クビ 7．9�
713 ル ー カ ス 牡4鹿 56 D．レーン �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 504－ 6 〃 クビ 10．0

（豪）

11 アバルラータ 牝5鹿 53 丸山 元気安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 452－ 2 〃 ハナ 16．5�
12 エルプシャフト 牡6青鹿55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458± 01：33．5
 24．4�
47 アンブロジオ 牡4栗 56 津村 明秀 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 2 〃 アタマ 37．1�
612 メイショウオーパス 牡4黒鹿56 横山 典弘松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496－ 41：33．6� 6．4�
48 ミュージアムヒル 牝4鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 486＋10 〃 ハナ 7．4�
714 チャンピオンルパン 牡8鹿 55 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 494± 01：33．7� 165．6�
611 エ ス タ ー テ 牝4鹿 52 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 426＋ 41：33．8クビ 46．5�
24 ラ セ ッ ト 牡4鹿 56 柴山 雄一桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 B480－10 〃 クビ 27．8�
715 バティスティーニ 牡6鹿 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B488± 01：33．9クビ 37．3�
816 レ オ ナ ル ド 牡6鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 2 〃 クビ 180．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 113，257，800円 複勝： 171，718，200円 枠連： 88，531，200円
馬連： 381，047，800円 馬単： 134，382，900円 ワイド： 223，731，500円
3連複： 591，115，600円 3連単： 675，752，300円 計： 2，379，537，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，860円 複 勝 � 1，560円 � 240円 � 300円 枠 連（5－8） 2，270円

馬 連 �� 25，780円 馬 単 �� 63，420円

ワ イ ド �� 8，450円 �� 9，030円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 78，320円 3 連 単 ��� 763，110円

票 数

単勝票数 計1132578 的中 � 15443（16番人気）
複勝票数 計1717182 的中 � 23767（16番人気）� 217990（1番人気）� 153819（5番人気）
枠連票数 計 885312 的中 （5－8） 30161（13番人気）
馬連票数 計3810478 的中 �� 11453（81番人気）
馬単票数 計1343829 的中 �� 1589（179番人気）
ワイド票数 計2237315 的中 �� 6720（91番人気）�� 6282（97番人気）�� 44897（10番人気）
3連複票数 計5911156 的中 ��� 5660（253番人気）
3連単票数 計6757523 的中 ��� 642（2028番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―11．9―12．0―11．0―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―47．1―59．1―1：10．1―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．9
3 18，7（6，9，10）（1，11，16）（8，13）（5，17）（2，3）15，12，14，4 4 18，7（6，10）（9，16）（1，8，11）（3，13）（5，2）17（12，15）－（4，14）

勝馬の
紹 介

ファストアプローチ �
�
父 Dawn Approach �

�
母父 Marju デビュー 2017．6．10 東京4着

2015．2．26生 �4栗 母 ジョリージョコンド 母母 Jioconda 13戦3勝 賞金 66，035，000円
〔制裁〕 トーセンブレス号の騎手柴田善臣は，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10，000円。（被害馬：16番）

サトノキングダム号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 インビジブルレイズ号・ヒストリア号・ワンダープチュック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

15036 6月8日 曇 重 （1東京3） 第3日 第12競走 ��
��1，300�3歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

23 ニシノコトダマ 牡3栗 54 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー
クスタツド 504－ 41：16．6 8．3�

713 プ タ ハ 牡4鹿 57 内田 博幸髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B528＋ 2 〃 クビ 12．1�
815 コウユークロガヨカ 牡3黒鹿 54

52 △野中悠太郎加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B470＋ 21：17．02� 7．4�
612	 スズノフブキ 
5鹿 57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B478± 0 〃 クビ 17．2�
47 � リトルモンスター 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 武井 亮 米
Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

472－ 41：17．31� 5．9�
35 セイウンデルレイ 牡4鹿 57

56 ☆武藤 雅西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 494－ 61：17．51� 87．6�
510 カシマフウリン 牝4栗 55 嘉藤 貴行松浦 一久氏 加藤士津八 新ひだか 金舛 幸夫 484－ 21：17．82 79．6	
36 ピオレドール 牡4鹿 57

54 ▲菅原 明良 
グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 462－ 61：17．9� 218．6�

714 アシャカマキシン 牡3栗 54
53 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 様似 中脇 一幸 482－ 6 〃 ハナ 2．0�

611	 ラ ラ ロ ワ 
4黒鹿 57
56 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 496－ 4 〃 クビ 22．1

24 	 モードザナゲット 牝5黒鹿55 宮崎 北斗竹本いずみ氏 高橋 裕 浦河 高昭牧場 516－ 21：18．11 299．1�
59 	 ハービーボンズ 
4鹿 57 田辺 裕信多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 428＋ 61：19．69 66．1�
12 	 キスオンザグリーン 牝4鹿 55 柴田 大知髙嶋 祐子氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム B436＋ 61：20．34 227．4�
816 セグレートシチー 牡4栗 57

56 ☆菊沢 一樹 
友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B518＋ 61：20．4クビ 103．7�
48 グラドゥアーレ 牡5栗 57 丸山 元気 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 478－ 61：20．5 10．0�

（15頭）
11 デュアルマンデート 牡4青鹿57 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 520＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 86，574，100円 複勝： 105，732，700円 枠連： 47，089，800円
馬連： 144，565，900円 馬単： 61，922，300円 ワイド： 98，684，600円
3連複： 170，322，000円 3連単： 225，982，100円 計： 940，873，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 260円 � 400円 � 240円 枠 連（2－7） 1，210円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 5，880円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 980円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 40，550円

票 数

単勝票数 差引計 865741（返還計117709） 的中 � 83194（4番人気）
複勝票数 差引計1057327（返還計147315） 的中 � 110703（4番人気）� 63155（7番人気）� 124044（3番人気）
枠連票数 差引計 470898（返還計 1146） 的中 （2－7） 29998（4番人気）
馬連票数 差引計1445659（返還計474170） 的中 �� 34315（13番人気）
馬単票数 差引計 619223（返還計203669） 的中 �� 7895（24番人気）
ワイド票数 差引計 986846（返還計312766） 的中 �� 24233（13番人気）�� 26084（12番人気）�� 21964（15番人気）
3連複票数 差引計1703220（返還計947470） 的中 ��� 17504（27番人気）
3連単票数 差引計2259821（返還計1282855） 的中 ��� 4040（142番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．0―29．2―40．7―52．5―1：04．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノコトダマ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．16 東京2着

2016．3．28生 牡3栗 母 ニシノミラクル 母母 アラビックソング 9戦2勝 賞金 22，100，000円
〔競走除外〕 デュアルマンデート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻8分遅

延。
〔制裁〕 プタハ号の騎手内田博幸は，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：12番・11番・9番・8番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 デュアルマンデート号は，令和元年6月9日から令和元年7月8日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シキシマ号・ハルメキ号



（1東京3）第3日 6月8日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 179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

187，700，000円
2，590，000円
15，320，000円
1，440，000円
20，700，000円
72，992，500円
5，410，600円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
629，587，400円
866，513，300円
328，910，800円
1，360，371，800円
601，926，000円
880，000，000円
1，883，341，600円
2，406，870，000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
計 8，957，520，900円

総入場人員 22，640名 （有料入場人員 20，809名）
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