
14061 6月21日 曇 稍重 （2東京3） 第6日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走10時10分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．3

良
良

33 プルスウルトラ 牡2栗 54 田辺 裕信�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 490＋ 61：23．2 3．4�
66 ユイノチャッキー 牡2栗 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 490± 01：23．52 10．4�
11 オオシマサフィール 牝2栗 54 M．デムーロ�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 428＋ 21：24．03 3．2�
44 ランディングホース 牡2栗 54

52 △菅原 明良矢野 恭裕氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 412± 01：24．1� 22．9�
89 ノットイェット 牝2鹿 54 武藤 雅東海林貴大氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 486＋ 41：24．2� 3．8�
78 トーセンヘンリー 牡2栗 54 木幡 初也島川 	哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム 478± 01：24．62� 20．2

22 マイネルアミスター 牡2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 丸村村下
ファーム 476＋ 21：24．91� 10．6�

55 ヒカルマドンナ 牝2青鹿 54
53 ☆菊沢 一樹安蒜 一修氏 柄崎 孝 新冠 佐藤牧場 418－ 41：25．11 96．2

77 リッチアロマ 牝2栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 前谷 武志 408± 01：25．2� 36．5�
810 モンキーポッド 牝2鹿 54

52 △木幡 育也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 436－ 41：25．41� 93．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 40，379，500円 複勝： 42，870，400円 枠連： 8，672，100円
馬連： 58，889，600円 馬単： 31，692，800円 ワイド： 44，061，500円
3連複： 83，052，300円 3連単： 128，645，400円 計： 438，263，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 200円 � 130円 枠 連（3－6） 1，400円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 390円 �� 200円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 6，470円

票 数

単勝票数 計 403795 的中 � 97930（2番人気）
複勝票数 計 428704 的中 � 102281（1番人気）� 41949（4番人気）� 92065（2番人気）
枠連票数 計 86721 的中 （3－6） 4769（5番人気）
馬連票数 計 588896 的中 �� 37372（5番人気）
馬単票数 計 316928 的中 �� 12736（8番人気）
ワイド票数 計 440615 的中 �� 27259（4番人気）�� 65246（1番人気）�� 17686（7番人気）
3連複票数 計 830523 的中 ��� 49122（3番人気）
3連単票数 計1286454 的中 ��� 14404（18番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．1―11．5―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．8―47．9―59．4―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プルスウルトラ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．6．7 東京4着

2018．3．9生 牡2栗 母 ローブドヴルール 母母 エアカボッション 2戦1勝 賞金 6，200，000円

14062 6月21日 曇 稍重 （2東京3） 第6日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

815 ラブロッソー 牝3青鹿 54
52 ◇藤田菜七子増田 陽一氏 星野 忍 新冠 新冠橋本牧場 484± 01：38．3 12．5�

816 ココリミネルヴァ 牝3黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 422＋ 61：38．51� 10．3�
12 ウィップラッシュ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 B470－ 21：39．13� 4．1�
24 スマイルフェイス 牝3栗 54 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 502－ 21：39．2� 44．5�
510 ピュアファンタジー 牝3鹿 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 中川 浩典 B472＋ 21：39．3� 321．6	
713 レッドシノン 牝3栗 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 488－ 61：40．15 41．1

714 ジュンヴァドス 牝3黒鹿54 和田 竜二河合 裕明氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 406＋ 21：40．2クビ 3．5�
48 トゥインクルウェイ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也ライオンレースホース� 林 徹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B462＋12 〃 ハナ 82．8�

612 サンデープリンセス 牝3青鹿 54
52 △菅原 明良藤田 好紀氏 加藤士津八 浦河 宮内牧場 472± 0 〃 アタマ 5．5

36 デュアルネイチャー 牝3青鹿54 三浦 皇成�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 434± 01：40．94 8．7�
611 アグネスクレバー 牝3鹿 54 武士沢友治前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか カタオカフアーム 402＋101：41．0� 169．6�
35 マサノルビー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介猪野毛雅人氏 稲垣 幸雄 新ひだか 猪野毛牧場 414－ 2 〃 クビ 19．9�
47 レッドフェリーチェ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 432－ 41：41．32 255．6�
11 マジェスティカリー 牝3鹿 54 江田 照男�日進牧場 本間 忍 様似 スイートフアーム B472＋ 41：41．4クビ 74．3�
23 スパイラルバンブー 牝3栗 54 吉田 豊�ジェイアール 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 448－ 81：42．25 18．1�
59 コレクションラヴ 牝3鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田牧場 454＋121：43．15 15．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，783，800円 複勝： 53，312，700円 枠連： 15，924，700円
馬連： 69，736，700円 馬単： 30，579，500円 ワイド： 55，344，700円
3連複： 97，999，200円 3連単： 96，149，500円 計： 455，830，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 340円 � 300円 � 180円 枠 連（8－8） 4，360円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，010円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 58，230円

票 数

単勝票数 計 367838 的中 � 23389（6番人気）
複勝票数 計 533127 的中 � 35984（6番人気）� 42770（4番人気）� 95028（2番人気）
枠連票数 計 159247 的中 （8－8） 2827（16番人気）
馬連票数 計 697367 的中 �� 12319（19番人気）
馬単票数 計 305795 的中 �� 2639（38番人気）
ワイド票数 計 553447 的中 �� 9336（18番人気）�� 14175（11番人気）�� 13497（13番人気）
3連複票数 計 979992 的中 ��� 8493（27番人気）
3連単票数 計 961495 的中 ��� 1197（198番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．2―12．7―12．6―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．9―47．1―59．8―1：12．4―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブロッソー �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2019．12．15 中京9着

2017．2．22生 牝3青鹿 母 ラ ブ カ ー ナ 母母 カ ー ナ Ⅱ 6戦1勝 賞金 5，870，000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。
（非抽選馬） 2頭 セレーネグランツ号・ヨネンサンクミ号

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６日



14063 6月21日 晴 稍重 （2東京3） 第6日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 ハラモシュテソーロ 牡3栗 56 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 浦河 杵臼牧場 474 ―1：25．8 23．7�

47 エ ス ペ ル ト 牡3青鹿56 石川裕紀人�ラ・メール 池上 昌和 新ひだか 田中 裕之 478－ 2 〃 クビ 18．0�
24 マニールリッヒ 牡3鹿 56 D．レーン 吉田 勝己氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 484－ 81：25．9� 3．0�

（豪）

35 ニシノリーチキング 牡3青鹿56 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 500＋ 81：26．11� 3．8�
713 ディレクトゥス 牡3栗 56 的場 勇人小林 秀樹氏 伊藤 大士 日高 目黒牧場 446＋ 6 〃 ハナ 16．0�
23 グランドジュビリー 牡3鹿 56 石橋 脩保坂 和孝氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 492＋161：26．31� 20．1	
12 ケイツーポンド 牡3黒鹿56 野中悠太郎楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 中田 英樹 458－ 21：26．72� 6．7

36 ピ ノ ッ キ オ 牡3黒鹿56 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 新井 昭二 524＋ 61：26．8� 10．5�
48 フ ィ ー バ ス 牡3鹿 56

54 △菅原 明良松村 真司氏 田中 剛 新ひだか 中村 和夫 B478＋ 21：27．33 10．6�
714 クレヴァージャッジ 牡3青 56 木幡 巧也西田 順彦氏 新開 幸一 平取 中川 隆 482± 01：27．5� 194．1
816 テイエムエンドレス 牡3黒鹿56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 高岸 順一 498± 0 〃 ハナ 145．7�
612 チャーミングポポ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大中脇 満氏 蛯名 利弘 浦河 鵜木 唯義 462－ 81：27．82 102．2�
510 ファイナルブション 牝3青鹿54 宮崎 北斗廣崎利洋HD� 青木 孝文 新冠 川上牧場 422－ 2 〃 ハナ 533．7�
11 シゲルトリトン 牡3青鹿56 武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 山野牧場 472＋221：28．01� 14．7�
815 サンドクルーズ 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹加藤 義久氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 470± 01：29．610 439．5�
59 サノノヴィグラス 牡3黒鹿56 内田 博幸佐野 信幸氏 尾形 和幸 新ひだか カタオカステーブル 482－ 8 （競走中止） 64．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，503，000円 複勝： 67，390，100円 枠連： 15，683，600円
馬連： 72，663，100円 馬単： 30，407，500円 ワイド： 61，800，800円
3連複： 107，525，000円 3連単： 112，710，000円 計： 512，683，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 780円 � 480円 � 160円 枠 連（4－6） 5，670円

馬 連 �� 24，580円 馬 単 �� 45，970円

ワ イ ド �� 6，580円 �� 1，790円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 26，030円 3 連 単 ��� 249，890円

票 数

単勝票数 計 445030 的中 � 14964（10番人気）
複勝票数 計 673901 的中 � 17981（10番人気）� 31505（8番人気）� 151590（1番人気）
枠連票数 計 156836 的中 （4－6） 2141（18番人気）
馬連票数 計 726631 的中 �� 2291（51番人気）
馬単票数 計 304075 的中 �� 496（100番人気）
ワイド票数 計 618008 的中 �� 2361（50番人気）�� 8928（24番人気）�� 12268（15番人気）
3連複票数 計1075250 的中 ��� 3098（82番人気）
3連単票数 計1127100 的中 ��� 327（645番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．8―12．2―12．2―12．8―13．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．0
3 12（5，8）（2，10）4，1（7，13）－（6，15）3（11，16）（14，9） 4 12（5，8）（2，4，10）－7，1（6，13）（11，3）－（14，15，9，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハラモシュテソーロ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2017．2．12生 牡3栗 母 テイコフトウショウ 母母 マロトウショウ 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走中止〕 サノノヴィグラス号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔3走成績による出走制限〕 ファイナルブション号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月21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 デルマアイオライト号
※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。

14064 6月21日 晴 稍重 （2東京3） 第6日 第4競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走11時45分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

816 イ ン プ ル ソ 牡3鹿 56 津村 明秀 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新ひだか 三木田 明仁 480＋ 41：38．9 8．6�
35 ドリームメッセージ 牡3鹿 56 D．レーン 堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 B444＋ 4 〃 クビ 2．6�

（豪）

23 ムーンダイアローグ 牡3栗 56 戸崎 圭太大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 藤原牧場 454＋ 21：39．21� 4．1�
815 ヴァリアントジョイ 牡3鹿 56 石橋 脩 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 青森 織笠 時男 460－ 21：39．3� 5．3�
11 サイヤダンサー 牡3鹿 56 三浦 皇成西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 440－ 61：39．83 12．3	
48 メガフロート 牡3鹿 56

54 △木幡 育也 �シルクレーシング 田中 剛 日高 シンボリ牧場 456± 01：40．11� 41．1

12 トップヴェスパー 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 新冠橋本牧場 434－ 61：40．31� 386．5�
510	 アトランタテソーロ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 米

Paget Bloodstock
& Galtee Blood-
stock Ltd.

546－ 2 〃 アタマ 29．2�
47 ダブルマーク 牡3青 56 木幡 巧也河内 孝夫氏 小西 一男 日高 増尾牧場 508＋ 41：40．4� 61．3
24 	 ロイヤルパープル 
3芦 56 和田 竜二ゴドルフィン 加藤 征弘 英 Rabbah Blood-

stock Limited B500－ 4 〃 ハナ 10．8�
612 テイエムブロッコ 
3栗 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 480± 01：40．5クビ 329．7�
36 レ ハ ー ル 牡3鹿 56 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 北光牧場 438± 01：40．92� 24．4�
611 ヤマニンバデル 牡3黒鹿56 原田 和真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 530－ 41：41．11� 235．6�
59 キイエクスプロード 牝3黒鹿54 武士沢友治安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 424± 01：41．52� 74．4�
714 ミユキアウグストス 牡3栗 56 内田 博幸長井 純一氏 清水 英克 新ひだか 山際 智 528－ 21：41．6� 224．3�
713 ヴァンダーファルケ 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹�長浜牧場 大和田 成 新冠 長浜牧場 478＋121：42．13 399．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，646，600円 複勝： 65，572，800円 枠連： 16，457，000円
馬連： 71，364，300円 馬単： 33，060，500円 ワイド： 59，483，200円
3連複： 108，444，500円 3連単： 124，997，100円 計： 524，026，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 180円 � 130円 � 150円 枠 連（3－8） 440円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 420円 �� 440円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 11，060円

票 数

単勝票数 計 446466 的中 � 41438（4番人気）
複勝票数 計 655728 的中 � 78828（4番人気）� 142723（1番人気）� 116668（2番人気）
枠連票数 計 164570 的中 （3－8） 28889（2番人気）
馬連票数 計 713643 的中 �� 57336（3番人気）
馬単票数 計 330605 的中 �� 9162（11番人気）
ワイド票数 計 594832 的中 �� 34870（5番人気）�� 33196（6番人気）�� 54276（1番人気）
3連複票数 計1084445 的中 ��� 58996（3番人気）
3連単票数 計1249971 的中 ��� 8188（31番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．1―12．6―13．1―12．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．3―47．9―1：01．0―1：13．5―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F37．9
3 ・（4，13）15（5，6，16）－8（7，10）－11（3，12）1（2，9）－14 4 ・（4，13，15）16（5，6）8，7，10（3，11）（1，12）（2，9）－14

勝馬の
紹 介

イ ン プ ル ソ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 Rahy デビュー 2019．7．27 札幌2着

2017．6．1生 牡3鹿 母 キュートアゲン 母母 Sintanous 10戦1勝 賞金 14，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 テイエムブロッコ号・ミユキアウグストス号・ヴァンダーファルケ号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和2年8月21日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クラップクラップ号
※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。



14065 6月21日 晴 稍重 （2東京3） 第6日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時35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
1：32．7
1：32．3

良
良

11 ブルーシンフォニー 牡2鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464 ―1：37．2 8．5�

69 カランドゥーラ 牡2鹿 54 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 480 ―1：37．41� 4．0�
812 アドマイヤレビン 牡2鹿 54 D．レーン 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 472 ―1：37．5� 4．2�

（豪）

711 スーパーホープ 牡2黒鹿54 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 510 ― 〃 ハナ 2．7�
33 サンキューベイリー 牝2鹿 54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 五月 476 ―1：38．03 13．2�
813 アルバトリア 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 434 ―1：38．21� 148．6�
68 モンサンテゾーロ 牝2青鹿54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 438 ―1：38．3� 47．3	
56 キュンキュンハート 牝2鹿 54

52 △木幡 育也堀口 晴男氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 竜馬 408 ― 〃 アタマ 136．0

44 ロッソネーリ 牝2鹿 54

52 △菅原 明良東海林貴大氏 武市 康男 新ひだか 今 牧場 434 ―1：38．83 136．6�
710 トーセンチャールズ 牡2鹿 54 吉田 豊島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 484 ―1：38．9� 39．8
57 ベイビーシャーク 牡2芦 54

52 ◇藤田菜七子北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 466 ―1：39．0� 26．8�
45 ブリングトゥライフ 牝2鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 手塚 貴久 安平 追分ファーム 456 ― 〃 クビ 25．9�
22 ミユキザジャイアン 牡2鹿 54 北村 宏司長井 純一氏 上原 博之 むかわ 貞広 賢治 524 ―1：40．610 96．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 61，106，600円 複勝： 61，277，800円 枠連： 12，410，100円
馬連： 70，583，400円 馬単： 35，684，600円 ワイド： 52，627，100円
3連複： 95，748，900円 3連単： 126，714，700円 計： 516，153，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 180円 � 160円 � 150円 枠 連（1－6） 2，080円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 630円 �� 540円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 17，840円

票 数

単勝票数 計 611066 的中 � 60505（4番人気）
複勝票数 計 612778 的中 � 83350（4番人気）� 101634（3番人気）� 110354（2番人気）
枠連票数 計 124101 的中 （1－6） 4604（8番人気）
馬連票数 計 705834 的中 �� 27382（8番人気）
馬単票数 計 356846 的中 �� 6295（16番人気）
ワイド票数 計 526271 的中 �� 20549（7番人気）�� 24522（6番人気）�� 38070（4番人気）
3連複票数 計 957489 的中 ��� 31604（6番人気）
3連単票数 計1267147 的中 ��� 5148（56番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．6―12．5―12．2―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．2―37．8―50．3―1：02．5―1：14．0―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーシンフォニー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 コ マ ン ズ 初出走

2018．3．27生 牡2鹿 母 ブルーストーン 母母 オ ル ダ ニ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ブルーシンフォニー号・ベイビーシャーク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

14066 6月21日 晴 稍重 （2東京3） 第6日 第6競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走13時05分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

24 バトーブラン 牝3芦 54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 61：48．0 8．2�

611 ブランシュフルール 牝3栗 54 D．レーン �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－ 81：48．32 3．8�

（豪）

815 ウインドジャマー �3鹿 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 498＋ 81：48．4クビ 2．7�
714 アースブレイブ 牡3青鹿56 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 454－ 41：48．5� 39．3�
612 シャドウワルツ 牡3黒鹿56 M．デムーロ飯塚 知一氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 418－ 8 〃 クビ 8．3	
713 ナリノオルフェ 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 438－ 41：48．6� 11．4

510 マイネルロベルト 牡3芦 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 440＋101：48．7� 9．0�
12 ペイシャフラッシュ 牡3黒鹿56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 清水スタッド 480－ 81：48．8� 21．8�
36 タ カ ン ナ 牝3栗 54 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 444－ 2 〃 ハナ 87．9
23 マイネルチェスト 牡3栗 56 津村 明秀 �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 460＋ 21：48．9� 36．9�
816 キタノポケット 牝3栗 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 深山 雅史 日高 森永牧場 388－ 2 〃 クビ 113．6�
47 ヌ ン シ ー ズ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹ヌンクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト
クラブ 420± 01：49．0クビ 393．2�

48 グロワールポン 牝3鹿 54
52 △菅原 明良花野 友象氏 田中 清隆 新冠 松浦牧場 B474－ 2 〃 クビ 265．3�

59 カ ピ テ ル 牡3黒鹿56 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 加藤 重治 494＋101：49．42� 41．0�
35 エンドレスレイン 牡3黒鹿56 武藤 雅丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 490＋ 61：49．72 45．9�
11 クルワールデジール 牝3鹿 54

52 △木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか ヒサイファーム 466± 01：52．0大差 71．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，994，900円 複勝： 62，318，000円 枠連： 15，537，900円
馬連： 74，483，100円 馬単： 30，185，000円 ワイド： 61，240，100円
3連複： 106，066，400円 3連単： 111，931，900円 計： 508，757，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 200円 � 140円 � 140円 枠 連（2－6） 1，010円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 580円 �� 570円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 14，230円

票 数

単勝票数 計 469949 的中 � 45693（3番人気）
複勝票数 計 623180 的中 � 68032（4番人気）� 122259（2番人気）� 125488（1番人気）
枠連票数 計 155379 的中 （2－6） 11815（3番人気）
馬連票数 計 744831 的中 �� 32746（8番人気）
馬単票数 計 301850 的中 �� 5761（17番人気）
ワイド票数 計 612401 的中 �� 24978（7番人気）�� 25700（6番人気）�� 70893（1番人気）
3連複票数 計1060664 的中 ��� 43765（3番人気）
3連単票数 計1119319 的中 ��� 5702（24番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．4―12．3―12．2―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．8―48．2―1：00．5―1：12．7―1：24．3―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

バトーブラン �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．7．6 福島7着

2017．1．27生 牝3芦 母 マイネテレジア 母母 マイネヌーヴェル 13戦1勝 賞金 11，650，000円
〔3走成績による出走制限〕 タカンナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月21日まで平地競走に出走できない。
※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。



14067 6月21日 晴 稍重 （2東京3） 第6日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

36 トリッチトラッチ 牝3芦 52 三浦 皇成ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B430＋ 41：24．2 6．3�
611 シングシングシング 牝5鹿 55 D．レーン �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B468－ 61：24．3� 1．8�
（豪）

612� リワードノルン 牝4黒鹿55 津村 明秀宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 470－ 21：24．83 21．2�

11 デルマシャンパン 牝5黒鹿55 M．デムーロ浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 464－ 41：25．12 17．8�
815 ブライティアランド 牝3芦 52

49 ▲原 優介小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 462± 01：25．2クビ 21．9�
23 ペルシャンジュエル 牝3鹿 52 和田 竜二深澤 朝房氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 434＋ 8 〃 クビ 6．2	
12 リアンフィーユ 牝3黒鹿52 石川裕紀人 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 448－ 61：25．3クビ 20．1

48 レッドカルム 牝3黒鹿 52

50 △木幡 育也 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 510－ 21：25．51� 18．8�
35 ショウナンバービー 牝3鹿 52

50 △菅原 明良�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 492－ 41：25．71� 18．0
59 デビルスダンサー 牝3栗 52

50 ◇藤田菜七子前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 432＋ 41：25．8	 38．4�
713 アテンフェアリー 牝4黒鹿55 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 470＋101：26．11	 88．4�
24 ロジカルガール 牝4栗 55 嘉藤 貴行平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 470± 01：26．2	 51．1�
816 ラタンドレス 牝7鹿 55 武士沢友治 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 4 〃 ハナ 352．4�
714 サンハンツビル 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 凌大 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社
ケイズ 454＋ 61：26．41 138．8�

47 サリーバランセ 牝4栗 55 武藤 雅黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 470＋ 8 〃 クビ 91．5�
510� マリノオードリー 牝4鹿 55 木幡 巧也和田 志保氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 472＋121：27．78 292．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，975，900円 複勝： 91，562，900円 枠連： 17，959，600円
馬連： 94，606，700円 馬単： 46，050，100円 ワイド： 81，790，700円
3連複： 140，538，900円 3連単： 178，019，700円 計： 711，504，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 160円 � 110円 � 260円 枠 連（3－6） 400円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，150円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 30，830円

票 数

単勝票数 計 609759 的中 � 76824（3番人気）
複勝票数 計 915629 的中 � 126560（3番人気）� 313466（1番人気）� 61212（4番人気）
枠連票数 計 179596 的中 （3－6） 34654（1番人気）
馬連票数 計 946067 的中 �� 111850（2番人気）
馬単票数 計 460501 的中 �� 21612（4番人気）
ワイド票数 計 817907 的中 �� 76301（2番人気）�� 8746（25番人気）�� 30129（7番人気）
3連複票数 計1405389 的中 ��� 21725（13番人気）
3連単票数 計1780197 的中 ��� 4185（95番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―12．2―12．3―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．8―47．0―59．3―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トリッチトラッチ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．12．28 中山2着

2017．5．12生 牝3芦 母 クインポルカ 母母 レイナワルツ 8戦2勝 賞金 22，340，000円
〔制裁〕 デルマシャンパン号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 チェインストーリー号・ネイビーアッシュ号
※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。

14068 6月21日 晴 稍重 （2東京3） 第6日 第8競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走14時05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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

66 ダノングロワール 牡3栗 53 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484－ 42：26．9 1．7�
11 インペリアルフィズ 牡6栗 57 石橋 脩 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B478－ 82：27．11� 48．3�
44 ウイングセクション 牡5栗 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 62：27．63 10．1�
78 ナ ミ ブ �4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 22：27．7� 28．7�
22 シトラスクーラー �7鹿 57

55 △菅原 明良�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 456± 02：28．12� 18．5	
89 � ゾ ロ 牡4栗 57 武士沢友治北山 敏
氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 462－ 22：28．41	 13．2�
55 ミ ラ イ オ ー 牡4鹿 57 木幡 巧也林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 528＋ 42：28．61 13．2�
810 プ ル ク ラ 牡4栗 57 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 468＋ 42：28．81� 3．3
（豪）

33 フジマサディープ 牡4鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 490－ 82：29．65 32．2�
77 リキサンゴルト 牡5鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 502－ 82：31．6大差 188．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 46，274，300円 複勝： 115，657，400円 枠連： 11，313，300円
馬連： 70，631，700円 馬単： 42，865，500円 ワイド： 51，127，100円
3連複： 96，011，100円 3連単： 208，580，900円 計： 642，461，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 660円 � 260円 枠 連（1－6） 3，710円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 980円 �� 450円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 21，090円

票 数

単勝票数 計 462743 的中 � 205799（1番人気）
複勝票数 計1156574 的中 � 747827（1番人気）� 15724（9番人気）� 50348（4番人気）
枠連票数 計 113133 的中 （1－6） 2359（12番人気）
馬連票数 計 706317 的中 �� 17898（10番人気）
馬単票数 計 428655 的中 �� 8773（11番人気）
ワイド票数 計 511271 的中 �� 13181（11番人気）�� 32032（3番人気）�� 4150（27番人気）
3連複票数 計 960111 的中 ��� 11783（18番人気）
3連単票数 計2085809 的中 ��� 7169（64番人気）

ハロンタイム 13．3―11．5―12．1―12．9―12．8―12．6―11．9―12．2―12．0―11．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―24．8―36．9―49．8―1：02．6―1：15．2―1：27．1―1：39．3―1：51．3―2：02．9―2：14．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノングロワール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sightseeing デビュー 2019．10．6 東京4着

2017．2．2生 牡3栗 母 ソーメニーウェイズ 母母 Happy Scene 5戦2勝 賞金 17，078，000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。



14069 6月21日 曇 稍重 （2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，2勝クラス（1000万円以下），1．6．15以降2．6．14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 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

24 ソルドラード 牡4鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：36．0 2．5�
48 ボンディマンシュ �4黒鹿56 津村 明秀 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482± 01：36．21� 7．6�
815 サルサレイア 牝4栗 53 M．デムーロ菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 484－ 41：36．41	 5．5�
47 ニシノアメイズ 牝4鹿 53 和田 竜二西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 516＋ 81：36．82	 17．1�
816 レオアルティメット 牡5栗 55 酒井 学�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 B540＋ 81：36．9クビ 72．1	
12 カフェプリンス 牡4鹿 55 田辺 裕信西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 510＋ 6 〃 クビ 20．7

510
 ドウドウキリシマ 牡4栗 56 石橋 脩西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B482－ 21：37．0	 16．9�
612 ヴァルディノート 牡5黒鹿53 北村 宏司 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 488－ 81：37．1	 89．6�
36 モリトシラユリ 牝6芦 52 菅原 明良�浜本牧場 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 500－ 21：37．31� 35．2
11 ラティーンセイル 牝4鹿 54 D．レーン �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－ 21：37．72	 4．8�

（豪）

611 カフジストーム 牡4鹿 55 内田 博幸加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 496＋ 6 〃 アタマ 12．4�
59 バケットリスト 牝5鹿 51 木幡 育也宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 482＋ 21：37．91� 375．6�
35 グリニッジシチー �4栗 54 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 460＋ 61：38．32	 211．6�
23 ゴーインピース 牝4栗 52 藤田菜七子下河辺俊行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 444＋ 21：38．51	 88．1�
713
 モリノブレイク 牡3黒鹿52 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 森 笹川大晃牧場 556＋ 21：39．35 39．6�
714 ハ ゼ ル 牡5栗 54 丸田 恭介ケーエスHD 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 494－ 61：39．93	 226．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，631，000円 複勝： 107，273，300円 枠連： 20，577，900円
馬連： 131，336，300円 馬単： 51，037，400円 ワイド： 100，362，300円
3連複： 196，592，300円 3連単： 220，084，100円 計： 900，894，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 200円 � 170円 枠 連（2－4） 700円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 440円 �� 420円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 7，370円

票 数

単勝票数 計 736310 的中 � 227891（1番人気）
複勝票数 計1072733 的中 � 246715（1番人気）� 114086（4番人気）� 157002（3番人気）
枠連票数 計 205779 的中 （2－4） 22637（2番人気）
馬連票数 計1313363 的中 �� 94413（3番人気）
馬単票数 計 510374 的中 �� 21828（4番人気）
ワイド票数 計1003623 的中 �� 59935（3番人気）�� 63396（2番人気）�� 33615（6番人気）
3連複票数 計1965923 的中 ��� 72080（3番人気）
3連単票数 計2200841 的中 ��� 21648（9番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．0―12．2―12．3―12．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．7―46．7―58．9―1：11．2―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソルドラード �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．8．4 新潟3着

2016．1．24生 牡4鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 8戦3勝 賞金 38，106，000円
〔発走状況〕 グリニッジシチー号・ハゼル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グリニッジシチー号は，令和2年6月22日から令和2年7月12日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 ハゼル号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ヴァルディノート号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヴァルディノート号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年7月21日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 エングローサー号・カシノブレンド号・シュプリームゾーン号・タイトロープウィン号・テンノサクラコ号・

トーセンヴィータ号・フィルストバーン号・プロネルクール号・ミラクルブラッド号・ヤマニンバンタジオ号・
ヤマニンリュシオル号・ラムセスバローズ号

※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。

14070 6月21日 曇 稍重 （2東京3） 第6日 第10競走 ��
��1，400�

た ま が わ

多摩川ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

713 レッドレグナント 牝5鹿 55 武藤 雅 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 482－ 41：22．1 49．8�
34 レ ノ ー ア 牝4栗 55 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 422＋ 2 〃 ハナ 15．7�
47 � クラヴィスオレア 	4黒鹿57 木幡 育也多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 470－ 21：22．2
 13．0�
11 レッドイグニス 	7黒鹿57 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B478＋ 8 〃 ハナ 8．9�
712 アフランシール 牝4鹿 55 C．ルメール 前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 4 〃 クビ 4．8�
610 ダイワメモリー 牝5栗 55 内田 博幸大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 470－101：22．3クビ 31．3	
815 ル ー カ ス 牡5鹿 57 D．レーン 
シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 514＋ 21：22．4
 4．1�

（豪）

59 ラスティユース 牡5栗 57 酒井 学小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 502＋ 8 〃 クビ 185．2�
35 ドルチャーリオ 牡7栗 57 田中 勝春ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 4 〃 ハナ 123．4
22 アバルラータ 牝6鹿 55 津村 明秀安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 456± 0 〃 ハナ 15．0�
46 ミュージアムヒル 牝5鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B488＋ 81：22．5� 4．2�
814 デスティニーソング 牝6鹿 55 野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：22．71 74．9�
611 グッドジュエリー 牝5芦 55 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 462＋ 4 〃 クビ 34．0�
23 ブルスクーロ 牡4鹿 57 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 B526＋ 81：23．01
 7．5�
58 � デンバーテソーロ 牝4栗 55 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &
Patricia Fairbairn 480＋201：23．63� 78．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，220，400円 複勝： 83，990，100円 枠連： 24，363，600円
馬連： 147，839，300円 馬単： 53，467，200円 ワイド： 96，767，200円
3連複： 209，093，900円 3連単： 231，583，000円 計： 905，324，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，980円 複 勝 � 1，290円 � 460円 � 410円 枠 連（3－7） 3，850円

馬 連 �� 25，930円 馬 単 �� 46，520円

ワ イ ド �� 6，680円 �� 9，480円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 137，800円 3 連 単 ��� 1，097，370円

票 数

単勝票数 計 582204 的中 � 9345（11番人気）
複勝票数 計 839901 的中 � 15735（11番人気）� 50012（8番人気）� 57395（7番人気）
枠連票数 計 243636 的中 （3－7） 4901（17番人気）
馬連票数 計1478393 的中 �� 4418（52番人気）
馬単票数 計 534672 的中 �� 862（101番人気）
ワイド票数 計 967672 的中 �� 3725（54番人気）�� 2614（65番人気）�� 9089（30番人気）
3連複票数 計2090939 的中 ��� 1138（232番人気）
3連単票数 計2315830 的中 ��� 153（1438番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．1―47．9―58．9―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．2
3 ・（7，10）13（3，4）（1，6，9）（2，8，12）15（5，11）14 4 ・（7，10）13（3，4）－（1，6，9）（2，8，12）15（5，11）14

勝馬の
紹 介

レッドレグナント �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．6．11 東京3着

2015．2．3生 牝5鹿 母 エンプレスティアラ 母母 ゴールドティアラ 18戦4勝 賞金 63，797，000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。

２レース目



14071 6月21日 曇 稍重 （2東京3） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第25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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

816� カフェファラオ 牡3鹿 56 D．レーン 西川 光一氏 堀 宣行 米 Paul P.
Pompa 512＋ 81：34．9 2．0�

（豪）

11 デュードヴァン 牡3鹿 56 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 470－ 41：35．75 6．2�
36 ケンシンコウ 牡3鹿 56 酒井 学天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 476± 01：36．01	 162．5�
611 サンダーブリッツ 牡3黒鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 41：36．21 137．2�
815 キタノオクトパス 牡3鹿 56 田辺 裕信北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 548＋ 4 〃 クビ 52．6�
714� フルフラット 牡3鹿 56 田中 勝春大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Sierra Farm 516 1：36．62
 25．1	
612 キッズアガチャー 牡3鹿 56 丸田 恭介瀬谷 
雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538－ 2 〃 アタマ 208．0�
47 サンライズホープ 牡3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 534＋ 81：36．92 54．5�
35 � レッチェバロック 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 MMM

Stables 498＋121：37．0クビ 3．1
59 メイショウベンガル 牡3芦 56 戸崎 圭太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 450－ 6 〃 ハナ 41．7�
23 ラブリーエンジェル 牝3栗 54 菅原 明良長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 432＋ 21：37．21� 193．3�
48 � オーロラテソーロ 牡3栗 56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 490± 01：37．41 209．2�

713 タガノビューティー 牡3鹿 56 和田 竜二八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504± 01：37．93 10．5�

12 マカオンブラン 牡3鹿 56 内田 博幸關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 クビ 179．3�
510 サトノラファール 牡3栗 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 千歳 社台ファーム 538＋101：38．75 22．6�
24 アポロアベリア 牡3栗 56 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 532－ 81：39．65 247．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 370，522，100円 複勝： 351，328，200円 枠連： 129，067，500円 馬連： 779，923，700円 馬単： 389，458，900円
ワイド： 513，416，600円 3連複： 1，309，009，400円 3連単： 2，221，732，800円 5重勝： 727，245，100円 計： 6，791，704，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 170円 � 1，150円 枠 連（1－8） 600円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 280円 �� 3，210円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 14，320円 3 連 単 ��� 36，360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����� 2，077，840円

票 数

単勝票数 計3705221 的中 � 1459156（1番人気）
複勝票数 計3513282 的中 � 1069258（1番人気）� 532271（3番人気）� 46184（11番人気）
枠連票数 計1290675 的中 （1－8） 165042（2番人気）
馬連票数 計7799237 的中 �� 987206（2番人気）
馬単票数 計3894589 的中 �� 375499（2番人気）
ワイド票数 計5134166 的中 �� 562975（2番人気）�� 37087（28番人気）�� 28863（30番人気）
3連複票数 計13090094 的中 ��� 68533（36番人気）
3連単票数 計22217328 的中 ��� 44296（100番人気）
5重勝票数 計7272451 的中 ����� 245

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―11．9―12．3―12．1―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．0―34．2―46．1―58．4―1：10．5―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カフェファラオ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．12．14 中山1着

2017．3．3生 牡3鹿 母 Mary’s Follies 母母 Catch the Queen 3戦3勝 賞金 61，875，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スリーグランド号
※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。

14072 6月21日 曇 稍重 （2東京3） 第6日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走16時30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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

816 セイウンパワフル 牡3鹿 54 M．デムーロ西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 470＋ 21：22．1 3．4�
36 パラレルキャリア 牝4鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 41：22．31� 31．2�
714 シーシーサザン 牝3黒鹿 52

49 ▲原 優介吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 ハナ 11．1�
713 ウインレフィナード 牡4黒鹿57 津村 明秀�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 448－ 21：22．4	 35．6�
23 カ レ ン ピ ピ 牝3鹿 52 杉原 誠人鈴木 隆司氏 宮田 敬介 日高 高柳 隆男 438＋ 4 〃 アタマ 8．0	
11 パンドラフォンテン 牝6栗 55 石川裕紀人吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 454－14 〃 クビ 24．6

59 トミケンルーア 
4鹿 57 江田 照男冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 460－ 21：22．61 49．1�
47 シ コ ウ 牡3青鹿54 石橋 脩岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：22．81� 11．0�
510 ソーユーフォリア 牝3黒鹿52 北村 宏司濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 452＋ 81：22．9	 19．1
24 シャイニードライヴ 
6鹿 57

55 △菅原 明良小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 B458＋ 61：23．0� 284．9�
612 スズノヤマト 牡3鹿 54 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 460± 0 〃 クビ 119．0�
611 ゴールドタンバリン 牝5栗 55 西田雄一郎吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：23．1	 262．7�
815 エフティイーリス 牝4黒鹿55 伊藤 工真吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 454－ 21：23．2	 49．8�
12 ダンシングチコ 牝5鹿 55 D．レーン 石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 470± 01：23．62	 2．6�

（豪）

35 マーヴェラスクイン 牝4鹿 55 内田 博幸山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 434＋121：23．7	 15．7�
48 カーリングストーン 牡4鹿 57

56 ☆菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 470＋ 41：23．91� 108．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 121，272，200円 複勝： 162，123，600円 枠連： 46，448，000円
馬連： 249，946，700円 馬単： 99，087，600円 ワイド： 209，372，900円
3連複： 394，904，200円 3連単： 500，954，300円 計： 1，784，109，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 640円 � 300円 枠 連（3－8） 1，800円

馬 連 �� 4，660円 馬 単 �� 7，170円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 780円 �� 5，280円

3 連 複 ��� 15，760円 3 連 単 ��� 83，930円

票 数

単勝票数 計1212722 的中 � 279343（2番人気）
複勝票数 計1621236 的中 � 334062（2番人気）� 51910（10番人気）� 129830（5番人気）
枠連票数 計 464480 的中 （3－8） 19989（9番人気）
馬連票数 計2499467 的中 �� 41536（16番人気）
馬単票数 計 990876 的中 �� 10364（23番人気）
ワイド票数 計2093729 的中 �� 34047（18番人気）�� 72100（7番人気）�� 9813（47番人気）
3連複票数 計3949042 的中 ��� 18790（49番人気）
3連単票数 計5009543 的中 ��� 4327（251番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．5―46．3―57．7―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンパワフル �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ダノンシャンティ デビュー 2019．6．8 東京4着

2017．3．28生 牡3鹿 母 ダイヤモンドローズ 母母 ロゼトウショウ 14戦2勝 賞金 29，830，000円
〔制裁〕 セイウンパワフル号の騎手M．デムーロは，4コーナーで内側に斜行したことについて令和2年7月4日から令和2年7月5日ま

で騎乗停止。（被害馬：5番・3番・1番）
※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 グランチェイサー号・ココロノイコロ号・コスモスタック号・タイキスウォード号・マーベラスアゲン号
※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。

５レース目



（2東京3）第6日 6月21日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

234，700，000円
21，880，000円
1，880，000円
27，740，000円
75，367，500円
5，084，500円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
1，005，310，300円
1，264，677，300円
334，415，300円
1，892，004，600円
873，576，600円
1，387，394，200円
2，944，986，100円
4，262，103，400円
727，245，100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 14，691，712，900円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回東京競馬第6日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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