
14073 6月27日 曇 良 （2東京3） 第7日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10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
1：32．7
1：32．3

良
良

22 ジュラメント 牝2黒鹿 54
52 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 412＋ 41：37．6 5．3�

89 アップリバー 牝2青鹿54 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 484－ 21：37．7� 3．1�
44 サンハーリンゲン 牡2黒鹿54 横山 典弘 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 日高 株式会社

ケイズ 456± 01：37．91 4．5�
55 � ショベルヘッド 牡2鹿 54

52 △木幡 育也長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Siena
Farms LLC 462－ 41：38．0� 21．8�

77 エナジーロッソ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 476± 01：38．1� 8．0�
66 セイウンブリスク 牡2黒鹿54 D．レーン 西山 茂行氏 手塚 貴久 新ひだか 中田 英樹 504－ 21：38．31� 5．5	

（豪）

11 レイニーデイ 牡2鹿 54 田辺 裕信大塚 亮一氏 矢野 英一 浦河 高昭牧場 510－ 21：38．51� 9．8

78 ナイルローズ 牝2鹿 54 蛯名 正義海谷 幸司氏 粕谷 昌央 浦河 	川フアーム 454± 01：38．71� 196．5�
33 トーセンミシェル 牝2黒鹿54 吉田 豊島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 442＋ 2 〃 クビ 181．0
810 キュムロンニンバス 牡2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 472＋ 81：38．91� 133．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，965，000円 複勝： 71，176，700円 枠連： 7，552，900円
馬連： 67，817，700円 馬単： 34，387，800円 ワイド： 47，786，700円
3連複： 86，214，300円 3連単： 122，058，100円 計： 481，959，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 110円 � 140円 枠 連（2－8） 810円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 290円 �� 370円 �� 240円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 5，200円

票 数

単勝票数 計 449650 的中 � 70607（3番人気）
複勝票数 計 711767 的中 � 106731（4番人気）� 199018（1番人気）� 121887（2番人気）
枠連票数 計 75529 的中 （2－8） 7154（3番人気）
馬連票数 計 678177 的中 �� 65814（2番人気）
馬単票数 計 343878 的中 �� 14592（6番人気）
ワイド票数 計 477867 的中 �� 42016（2番人気）�� 30812（5番人気）�� 54603（1番人気）
3連複票数 計 862143 的中 ��� 64960（1番人気）
3連単票数 計1220581 的中 ��� 16991（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．9―37．8―50．8―1：03．5―1：14．9―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュラメント �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．6．7 東京2着

2018．3．14生 牝2黒鹿 母 ダイワジャンヌ 母母 ケーキカット 2戦1勝 賞金 7，900，000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。

14074 6月27日 曇 稍重 （2東京3） 第7日 第2競走 1，600�3歳未勝利
発走10時35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

12 スピードオブラブ 牝3鹿 54 三浦 皇成石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 442± 01：38．1 1．9�
35 モノポリーアイズ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 クビ 19．3�
47 ドライブラン 牝3栗 54 津村 明秀岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 468－ 81：38．84 16．6�
611 ネイビーロマン 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 466－ 41：39．22� 7．1�
36 ルレーヴドゥリリ 牝3黒鹿54 野中悠太郎加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 490－ 21：39．3クビ 4．5�
48 アーデントラブ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来�ノースヒルズ 田中 博康 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440± 01：39．93� 15．4	

23 スノーレイズ 牝3芦 54
52 △木幡 育也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 436± 0 〃 アタマ 33．3

612 テイエムピカピカ 牝3青 54

53 ☆菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 460＋ 41：40．11� 213．1�
59 ジョインザフロウ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 486＋101：40．2� 62．3
713 ロマンスストーリー 牝3芦 54

51 ▲原 優介�明栄商事 新開 幸一 日高 高柳 隆男 454＋ 61：40．52 429．0�
11 デルマアイオライト 牝3黒鹿54 木幡 初也浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 468＋ 41：40．92� 201．7�
510 アッタヴァンティ 牝3鹿 54

52 △菅原 明良 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 422－ 21：41．11� 21．2�
815 セレーネグランツ 牝3黒鹿54 田辺 裕信林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 440－ 61：41．2� 10．9�
714 フ ク ジ ュ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 480－ 21：41．73 501．1�
24 チ ス ジ 牝3鹿 54 武士沢友治新井原 博氏 星野 忍 新冠 川上牧場 496＋ 21：42．55 289．9�
816 ヤマニンファボリ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 392＋ 41：46．3大差 170．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，024，900円 複勝： 60，358，800円 枠連： 12，088，700円
馬連： 61，318，800円 馬単： 29，617，300円 ワイド： 51，091，600円
3連複： 93，762，800円 3連単： 110，968，800円 計： 457，231，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 580円 � 360円 枠 連（1－3） 380円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 820円 �� 3，830円

3 連 複 ��� 11，050円 3 連 単 ��� 38，090円

票 数

単勝票数 計 380249 的中 � 153827（1番人気）
複勝票数 計 603588 的中 � 208004（1番人気）� 18248（9番人気）� 32456（6番人気）
枠連票数 計 120887 的中 （1－3） 24612（1番人気）
馬連票数 計 613188 的中 �� 18678（8番人気）
馬単票数 計 296173 的中 �� 6863（11番人気）
ワイド票数 計 510916 的中 �� 12974（12番人気）�� 16556（7番人気）�� 3287（33番人気）
3連複票数 計 937628 的中 ��� 6361（32番人気）
3連単票数 計1109688 的中 ��� 2112（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．8―48．1―1：00．8―1：13．5―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピードオブラブ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．5 東京2着

2017．2．25生 牝3鹿 母 タイホウパーリオ 母母 ローレルアンジュ 9戦1勝 賞金 13，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンファボリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月27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〕 チスジ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月27日まで平地競走に出走できない。

第３回 東京競馬 第７日
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



14075 6月27日 曇 稍重 （2東京3） 第7日 第3競走 ��1，300�3歳未勝利
発走11時05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
1：16．1
1：16．1

重
重

714 デ ク ス タ ー 牡3栗 56 D．レーン 小林竜太郎氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 460＋ 21：19．5 2．3�
（豪）

12 エリモグリッター �3鹿 56 内田 博幸山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 448＋ 21：19．6� 8．0�
611 パイプライン �3鹿 56 田中 勝春青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 480± 0 〃 アタマ 2．8�
47 バルドダンサー 牡3栗 56 三浦 皇成 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 458－ 41：19．7� 17．7�
35 エリーウェイ 牝3芦 54 武士沢友治谷川 正純氏 南田美知雄 新ひだか グランド牧場 462± 0 〃 クビ 68．2�
612 ペガサスターボ 牡3鹿 56 北村 宏司千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 500－141：19．8� 40．6	
815 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 496－ 41：19．9� 8．0

713 ディーカラーズ 牡3栗 56

54 △木幡 育也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 486－ 61：20．22 31．6�
510 モリトアリュルヒメ 牝3鹿 54 宮崎 北斗藤田 在子氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 518－ 61：20．3クビ 585．5�
23 トーホウカッフェ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行東豊物産 田中 清隆 千歳 社台ファーム 508＋10 〃 クビ 464．3�
48 ヘニービュット 牡3芦 56 石川裕紀人林 正道氏 池上 昌和 新冠 秋田牧場 508＋181：20．4クビ 116．1�
36 ネ ル ハ 牡3栗 56 柴田 大知 ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 536＋101：20．82� 303．0�
11 スノートレイン 牡3鹿 56

54 △菅原 明良大塚 亮一氏 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 444± 01：20．9クビ 14．0�
59 フォーハンズプレイ 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介松嶋 良治氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 B446－ 21：21．32� 204．6�
816 シゲルカンムリザ 牝3芦 54 柴田 善臣森中 蕃氏 石毛 善彦 新冠 長浜 秀昭 442＋ 61：22．15 382．7�
24 ファインラン 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗田畑 利彦氏 岩戸 孝樹 浦河 笹島 政信 510 ―1：22．52� 257．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，650，500円 複勝： 61，104，600円 枠連： 12，965，600円
馬連： 66，527，400円 馬単： 31，178，300円 ワイド： 56，717，200円
3連複： 93，083，100円 3連単： 115，939，300円 計： 485，166，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 170円 � 120円 枠 連（1－7） 650円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 490円 �� 180円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 5，780円

票 数

単勝票数 計 476505 的中 � 161657（1番人気）
複勝票数 計 611046 的中 � 160240（1番人気）� 67839（4番人気）� 147715（2番人気）
枠連票数 計 129656 的中 （1－7） 15241（2番人気）
馬連票数 計 665274 的中 �� 37052（5番人気）
馬単票数 計 311783 的中 �� 12417（5番人気）
ワイド票数 計 567172 的中 �� 24973（6番人気）�� 100029（1番人気）�� 33877（4番人気）
3連複票数 計 930831 的中 ��� 69006（2番人気）
3連単票数 計1159393 的中 ��� 14522（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．5―30．4―42．8―54．9―1：07．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ ク ス タ ー �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．8．24 札幌7着

2017．5．11生 牡3栗 母 スタートラッカー 母母 サンシャインステラ 6戦1勝 賞金 10，400，000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 ゼンカ号
※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。

14076 6月27日 曇 良 （2東京3） 第7日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時35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
1：19．4
1：19．0

良
良

713 パンダノポケット 牝3黒鹿54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田牧場 420± 01：22．5 19．6�
48 ト ル ニ 牝3鹿 54

52 △菅原 明良水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 462＋ 21：22．81� 4．3�
815 フィオーレカフェ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 416＋ 41：22．9� 2．2�
47 � グローバリズム 牝3栗 54 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Godolphin 458－ 61：23．0� 8．0�
611 アテザムール 牝3黒鹿54 丸田 恭介寺田 心平氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 466＋ 2 〃 クビ 14．6�
612 ウイングシューズ 牝3栗 54 木幡 巧也呉本 昌時氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 390－ 21：23．63� 25．3�
12 ハワーマハル 牝3鹿 54 西田雄一郎	ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 456± 01：23．81� 10．1

36 トーセンポエム 牡3青 56 木幡 初也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム B494－141：24．01� 25．0�
816 オレオレサララ 牝3鹿 54 岩部 純二	ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 524＋181：24．63� 186．1
510 ヒラボクアリー 牝3鹿 54 野中悠太郎�平田牧場 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 ハナ 40．8�
35 ミヤビラブコール 牝3鹿 54 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 486－ 61：25．13 283．1�
23 エコロキングダム 牡3栃栗56 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 平取 オークツリー

ファーム 472＋ 81：25．31� 10．9�
59 ユ ラ ヒ メ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 420－101：25．51� 376．7�
11 ベルベストスター 牡3鹿 56 内田 博幸宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 新冠 ハシモトフアーム 462＋ 4 〃 クビ 118．9�
714 キタノエクセル 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子北所 直人氏 高橋 義博 新冠 大林ファーム 412－ 41：25．71� 112．7�
24 サマープラネット 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 新ひだか 高橋フアーム 418＋10 （競走中止） 198．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，433，600円 複勝： 53，761，100円 枠連： 14，648，900円
馬連： 64，214，500円 馬単： 28，731，100円 ワイド： 55，970，000円
3連複： 94，202，300円 3連単： 102，532，400円 計： 456，493，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 270円 � 160円 � 140円 枠 連（4－7） 2，080円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 9，440円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 650円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 23，200円

票 数

単勝票数 計 424336 的中 � 17255（7番人気）
複勝票数 計 537611 的中 � 38775（6番人気）� 93504（2番人気）� 123595（1番人気）
枠連票数 計 146489 的中 （4－7） 5434（10番人気）
馬連票数 計 642145 的中 �� 13285（15番人気）
馬単票数 計 287311 的中 �� 2282（34番人気）
ワイド票数 計 559700 的中 �� 11058（15番人気）�� 20723（7番人気）�� 63774（1番人気）
3連複票数 計 942023 的中 ��� 28308（6番人気）
3連単票数 計1025324 的中 ��� 3204（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．8―47．6―59．0―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．9
3 ・（10，13）（6，15）11（9，7）12，2，8－（4，16）－5－（3，14）－1 4 10，13（6，11，15）7，12（9，2）8－16－4－5，3（1，14）

勝馬の
紹 介

パンダノポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．3．14 中山11着

2017．3．5生 牝3黒鹿 母 エカポールパンダ 母母 レ ム リ ア 3戦1勝 賞金 5，610，000円
〔競走中止〕 サマープラネット号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 サマープラネット号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノエクセル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月27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〕 ユラヒメ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月27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 ルーレットエルフ号



14077 6月27日 晴 良 （2東京3） 第7日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時25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
1：44．5
1：44．5

良
良

23 ス ラ イ リ ー 牝2鹿 54 石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 432 ―1：49．7 14．6�

713 ジェミニテソーロ 牡2黒鹿 54
53 ☆岩田 望来了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 矢野牧場 472 ―1：49．8� 6．6�
35 カイトゲニー 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子本田 恒雄氏 和田 雄二 新冠 森 牧場 470 ―1：49．9� 17．4�
816 シャイニングライト 牡2鹿 54

51 ▲原 優介井山 登氏 武井 亮 日高 日高大洋牧場 476 ―1：50．0クビ 55．0�
612 トーホウボルツ 牡2黒鹿54 野中悠太郎東豊物産� 田中 清隆 浦河 王蔵牧場 458 ―1：50．1� 103．2�
815 アンクラウデッド 牡2栗 54 田辺 裕信 	社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478 ―1：50．63 16．7

11 テイルウインド 牡2青鹿54 津村 明秀高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 474 ― 〃 ハナ 5．9�

（ペーパーフォチュン）

24 ジェイケイマクフィ 牝2鹿 54 蛯名 正義小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 474 ―1：51．45 19．0�
510 ブレスロガール 牝2芦 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 大典牧場 440 ―1：51．93 167．6
59 ヤマニンジャベリン 牡2黒鹿54 柴田 善臣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 534 ―1：52．11� 20．1�
714 ヒューリット 牝2栗 54 石橋 脩 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 480 ―1：52．63 10．9�
47 インヴァリアンス 牡2栗 54 横山 典弘�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 466 ―1：52．81 2．5�
611 コ ウ ジ ク ン 牡2鹿 54 木幡 巧也瀬谷 �雄氏 牧 光二 平取 赤石牧場 490 ―1：52．9� 81．0�
12 ジ ョ ッ ト 牡2鹿 54 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 448 ―1：54．17 69．8�
36 ラ ペ ル ー ズ 牡2鹿 54

52 △木幡 育也多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 500 ―1：55．05 29．4�
48 クールガジェット 牡2鹿 54 吉田 豊上村 洋司氏 南田美知雄 浦河 川越ファーム 472 ―1：55．31� 186．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，413，000円 複勝： 58，415，100円 枠連： 15，588，700円
馬連： 64，576，000円 馬単： 28，789，700円 ワイド： 53，860，200円
3連複： 94，786，400円 3連単： 98，183，600円 計： 464，612，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 390円 � 220円 � 420円 枠 連（2－7） 1，530円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 12，960円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 2，570円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 23，770円 3 連 単 ��� 140，120円

票 数

単勝票数 計 504130 的中 � 29056（5番人気）
複勝票数 計 584151 的中 � 36413（5番人気）� 78929（2番人気）� 33486（6番人気）
枠連票数 計 155887 的中 （2－7） 7851（6番人気）
馬連票数 計 645760 的中 �� 8848（22番人気）
馬単票数 計 287897 的中 �� 1666（46番人気）
ワイド票数 計 538602 的中 �� 8214（21番人気）�� 5347（32番人気）�� 9118（17番人気）
3連複票数 計 947864 的中 ��� 2990（84番人気）
3連単票数 計 981836 的中 ��� 508（443番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．9―49．5―1：02．0―1：14．4―1：25．7―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．3

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

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

ス ラ イ リ ー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2018．3．20生 牝2鹿 母 ビジョナリー 母母 タ ー キ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラペルーズ号・クールガジェット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月

27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。
（非当選馬） 5頭 コタ号・スペシャルドラマ号・スワーヴエルメ号・セイウンロミオ号・パイルドライバー号

14078 6月27日 晴 稍重 （2東京3） 第7日 第6競走 1，400�3歳未勝利
発走12時55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

816 シゲルハウメア 牡3栗 56
55 ☆岩田 望来森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448－ 41：26．0 16．1�
35 ジオパークアポロ 牡3栗 56

54 △木幡 育也小関 勝紀氏 柄崎 孝 様似 中村 俊紀 438± 01：26．1� 17．8�
12 ハットルヴァン 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476－201：26．2� 15．3�
24 シゲルガラテア 牡3栗 56

54 △菅原 明良森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B492－ 2 〃 クビ 21．9�
59 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 438－ 81：26．3� 39．1�
713 リーガルレディ 牝3黒鹿54 丸田 恭介芳賀 滿男氏 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 442－ 21：26．72� 36．0�
11 オーケーゴールド 牡3栗 56 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 524－121：26．8� 8．8	
47 キ ラ ラ 牝3鹿 54 戸崎 圭太
パニオロ 田島 俊明 新冠 村上 欽哉 476＋ 21：26．9� 3．1�
23 ウラワザテクニック 牡3芦 56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 オリオンファーム 474－ 21：27．11� 4．8�
48 エクステンデット 牡3栗 56 D．レーン 
ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 B434－ 21：27．41� 4．3

（豪）

611 ダンブルドア 牡3栗 56 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 536＋ 21：27．93 293．1�
510 ライフイズクール 牝3黒鹿54 吉田 豊西森 功氏 古賀 史生 新冠 隆栄牧場 500＋161：28．11� 359．5�
815 ディヴィニティ 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 B536－ 41：28．31� 11．5�
36 エフティハヤテ 牡3青 56 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 B486－ 2 〃 ハナ 382．1�
612 ハ リ ス ン 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大薪浦 亨氏 和田 雄二 日高 下川 茂広 B480＋261：32．1大差 260．9�
（15頭）

714 シゲルエリス 牡3黒鹿56 田中 勝春森中 蕃氏 的場 均 むかわ ヤマイチ牧場 476＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，282，300円 複勝： 68，877，400円 枠連： 18，580，800円
馬連： 73，646，100円 馬単： 30，305，400円 ワイド： 63，130，600円
3連複： 107，256，200円 3連単： 108，326，200円 計： 513，405，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 470円 � 430円 � 500円 枠 連（3－8） 4，970円

馬 連 �� 11，480円 馬 単 �� 22，500円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 2，710円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 37，640円 3 連 単 ��� 239，440円

票 数

単勝票数 差引計 432823（返還計 3352） 的中 � 21405（7番人気）
複勝票数 差引計 688774（返還計 7502） 的中 � 38678（7番人気）� 42465（6番人気）� 35546（8番人気）
枠連票数 差引計 185808（返還計 174） 的中 （3－8） 2896（14番人気）
馬連票数 差引計 736461（返還計 10677） 的中 �� 4971（40番人気）
馬単票数 差引計 303054（返還計 5188） 的中 �� 1010（78番人気）
ワイド票数 差引計 631306（返還計 13672） 的中 �� 5629（37番人気）�� 6011（35番人気）�� 6513（32番人気）
3連複票数 差引計1072562（返還計 32006） 的中 ��� 2137（117番人気）
3連単票数 差引計1083262（返還計 32229） 的中 ��� 328（690番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．2―12．8―12．4―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．8―48．6―1：01．0―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルハウメア �
�
父 トランセンド �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．10．15 東京7着

2017．2．5生 牡3栗 母 プリティスター 母母 ベストゾーン 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔競走除外〕 シゲルエリス号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハリスン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月27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 アキリザーブ号・タイセイダンク号
※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。



14079 6月27日 晴 稍重 （2東京3） 第7日 第7競走 ��2，100�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・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 7，600，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

510 ヴィアメント 牡3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 482± 02：12．4 6．8�
714 ヴィクトワールボス 牡3黒鹿54 北村 宏司小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 504－ 22：13．03� 17．5�
24 スキルショット 牡3鹿 54 田辺 裕信横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 474－ 82：13．32 15．8�
36 ピ オ ノ ノ 牡3黒鹿54 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 ハナ 2．0�
（豪）

35 ユ メ ノ サ キ �5栗 57 津村 明秀山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B532－162：13．4クビ 58．1	
816 モ ル タ ル 牡3芦 54 木幡 巧也阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 476－ 2 〃 クビ 7．6

612� アメリカンフェイス 牡3栗 54 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 George

Krikorian 470－ 22：13．93 3．6�
47 	 アイファーアクター 牡4鹿 57 宮崎 北斗中島 稔氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 468－122：14．11
 257．4�
59 � ベルゲンハーバー 牡4栗 57

54 ▲原 優介林 正道氏 斎藤 誠 米 Tim Thornton 462－ 42：14．41� 405．4
815 セイカアーナンダイ 牡3栗 54 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 450－142：15．14 106．5�
611�	 マーベラステソーロ 牡5鹿 57 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 仏 S. F. Blood-
stock LLC 462＋ 62：15．2� 134．5�

713 ネオボーゲン 牡3鹿 54
51 ▲小林 凌大西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 428＋ 82：15．41
 199．6�

11 ボヘミアラプソディ 牡4鹿 57
55 △菅原 明良平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484－ 22：15．5� 37．5�

48 	 マジックブルーム 牝4鹿 55
54 ☆岩田 望来村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 478± 02：15．92� 222．0�

23 サンチャップリン 牡3鹿 54 内田 博幸 �加藤ステーブル 中舘 英二 平取 坂東牧場 B560± 02：16．0� 91．1�
12 サクラトップスター 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 472＋ 52：16．1� 281．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，189，400円 複勝： 79，548，000円 枠連： 14，129，000円
馬連： 81，313，600円 馬単： 41，308，900円 ワイド： 64，965，100円
3連複： 115，239，700円 3連単： 153，931，400円 計： 605，625，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 320円 � 450円 � 400円 枠 連（5－7） 5，060円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 11，070円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 1，900円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 24，600円 3 連 単 ��� 118，220円

票 数

単勝票数 計 551894 的中 � 64834（3番人気）
複勝票数 計 795480 的中 � 68685（4番人気）� 45008（6番人気）� 52156（5番人気）
枠連票数 計 141290 的中 （5－7） 2164（16番人気）
馬連票数 計 813136 的中 �� 10911（17番人気）
馬単票数 計 413089 的中 �� 2797（31番人気）
ワイド票数 計 649651 的中 �� 9765（16番人気）�� 8822（19番人気）�� 6728（21番人気）
3連複票数 計1152397 的中 ��� 3512（57番人気）
3連単票数 計1539314 的中 ��� 944（263番人気）

ハロンタイム 7．2―11．6―12．8―12．5―12．4―13．3―13．2―12．6―12．1―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．8―31．6―44．1―56．5―1：09．8―1：23．0―1：35．6―1：47．7―2：00．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ヴィアメント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．8．11 札幌5着

2017．2．14生 牡3栗 母 ダイワズーム 母母 フォルナリーナ 8戦2勝 賞金 16，600，000円
〔制裁〕 ヴィクトワールボス号の騎手北村宏司は，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：11番・12

番・9番）
ヴィクトワールボス号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・16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。
（非抽選馬） 4頭 アナザークイーン号・エルゼロ号・エンパイアカラー号・ラブエスポー号
※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。

14080 6月27日 晴 良 （2東京3） 第7日 第8競走 ��3，110�第22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 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード3：24．8良

46 ラヴアンドポップ 牡7鹿 60 草野 太郎ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488－ 43：27．6 69．9�

711 フォワードカフェ 牡8黒鹿60 石神 深一西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 534－ 2 〃 アタマ 9．2�
610 マンノグランプリ 牡4鹿 60 西谷 誠萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 508－ 43：27．7クビ 39．3�
11 � スプリングボックス 牡6黒鹿60 森 一馬�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 490－ 83：27．91� 19．4�
57 � ト ラ ス ト 牡6芦 60 熊沢 重文岡田 繁幸氏 長谷川浩大 新冠 中本牧場 510＋ 63：28．0� 1．4�
712 マ ー ニ 牡4黒鹿60 三津谷隼人岡 浩二氏 	島 一歩 浦河 日進牧場 454＋ 2 〃 ハナ 75．2	
33 ヤマニンシルフ 牡7栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 452± 03：28．32 79．1

34 アズマタックン 牡7青鹿60 高田 潤東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 508± 03：28．4� 53．2�
58 ハルキストン 牡5鹿 60 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 460－ 63：29．14 61．9�
69 シャリオヴァルト 
7鹿 60 蓑島 靖典前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464± 03：29．2クビ 124．3
45 プラチナアッシュ 
5黒鹿60 白浜 雄造畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 476－ 43：29．3� 48．0�
813 ケイティクレバー 牡5鹿 60 平沢 健治瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 470± 03：29．72� 4．0�
814 ミュートエアー 牡7黒鹿60 山本 康志岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 470± 03：30．01� 416．9�
22 � シングンオフビート 
5黒鹿60 金子 光希伊坂 重憲氏 大江原 哲 日高 広富牧場 432－183：30．42� 25．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 59，574，400円 複勝： 131，149，200円 枠連： 17，965，000円
馬連： 90，799，500円 馬単： 58，479，500円 ワイド： 76，745，000円
3連複： 174，126，700円 3連単： 288，473，400円 計： 897，312，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，990円 複 勝 � 2，110円 � 460円 � 1，630円 枠 連（4－7） 6，410円

馬 連 �� 19，840円 馬 単 �� 68，740円

ワ イ ド �� 4，340円 �� 14，180円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 120，360円 3 連 単 ��� 1，323，690円

票 数

単勝票数 計 595744 的中 � 6809（10番人気）
複勝票数 計1311492 的中 � 15631（10番人気）� 82156（3番人気）� 20506（6番人気）
枠連票数 計 179650 的中 （4－7） 2170（19番人気）
馬連票数 計 907995 的中 �� 3546（35番人気）
馬単票数 計 584795 的中 �� 638（76番人気）
ワイド票数 計 767450 的中 �� 4558（34番人気）�� 1379（64番人気）�� 8533（21番人気）
3連複票数 計1741267 的中 ��� 1085（155番人気）
3連単票数 計2884734 的中 ��� 158（1029番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 53．0－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラヴアンドポップ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Quiet American デビュー 2015．7．18 中京1着

2013．2．7生 牡7鹿 母 ラヴィングプライド 母母 Yafill 障害：8戦2勝 賞金 54，149，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワンスインアライフ号
（非抽選馬） 1頭 マイネルヴァッサー号



14081 6月27日 晴 稍重 （2東京3） 第7日 第9競走 ��1，400�
き よ さ と

清 里 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）；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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 グレートウォリアー 牡5鹿 57 D．レーン �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 516－ 81：23．1 3．0�
（豪）

47 スリーグランド 牡3栗 54 太宰 啓介永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 464＋ 41：23．41� 4．6�
816 ホッコーライデン 牡6黒鹿57 北村 宏司北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 524－ 41：23．61� 42．5�
713� カ ミ ノ コ 牡5青鹿57 田中 勝春門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 462－ 61：23．92 21．6�
714	 ミッキーハイド 牡5鹿 57 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 502－141：24．0クビ 55．0	
36 スズカゴーディー 牡6黒鹿57 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B494＋ 61：24．31� 9．9

612 ムーランアンディゴ 牡3鹿 54 丸田 恭介村上 卓史氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 478± 0 〃 クビ 5．7�
815� ジ ゲ ン 牡3鹿 54 石橋 脩林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 448＋ 61：24．4
 5．6�
48 アイアムピッカピカ 牝4黒鹿55 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B460＋ 61：24．5
 13．0
23 コスモビスティー 牡5鹿 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 478－ 61：24．92
 168．3�
24 グッドヒューマー 牡6栗 57 石川裕紀人ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 492＋ 21：25．53
 40．2�
510	 エタニティーワルツ 牡7黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 B498－ 21：25．71 496．6�
611 イワネコゴシキ 牡4青鹿57 岩田 望来丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 502－121：25．91� 41．7�
11 イチゴミルフィーユ 牝4鹿 55 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 444＋ 21：27．07 200．7�
59 カラリエーヴァ 牝5鹿 55 宮崎 北斗天堀 忠博氏 中川 公成 新冠 芳住 鉄兵 496＋ 61：27．32 116．0�
35 ニシノジャガーズ �5鹿 57 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 486－ 2 （競走中止） 59．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，294，200円 複勝： 114，406，500円 枠連： 23，683，500円
馬連： 134，155，100円 馬単： 46，271，000円 ワイド： 100，527，400円
3連複： 196，699，600円 3連単： 198，181，700円 計： 882，219，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 200円 � 630円 枠 連（1－4） 650円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，150円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 10，950円 3 連 単 ��� 42，660円

票 数

単勝票数 計 682942 的中 � 181556（1番人気）
複勝票数 計1144065 的中 � 256992（1番人気）� 153609（3番人気）� 33559（8番人気）
枠連票数 計 236835 的中 （1－4） 27957（1番人気）
馬連票数 計1341551 的中 �� 92717（1番人気）
馬単票数 計 462710 的中 �� 18496（1番人気）
ワイド票数 計1005274 的中 �� 58908（1番人気）�� 11520（24番人気）�� 9694（28番人気）
3連複票数 計1966996 的中 ��� 13471（34番人気）
3連単票数 計1981817 的中 ��� 3368（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．0―47．0―58．9―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレートウォリアー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Proud Citizen デビュー 2018．1．21 京都3着

2015．2．14生 牡5鹿 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 11戦3勝 賞金 49，536，000円
〔発走状況〕 カラリエーヴァ号は，発走地点で右前肢落鉄。発走時刻2分遅延。

ニシノジャガーズ号は，発進不良〔枠内膠着〕。
〔競走中止〕 ニシノジャガーズ号は，発走合図後に発馬機内で膠着したため競走中止。
〔馬の出走停止〕 ニシノジャガーズ号は，令和2年6月28日から裁定委員会の議定があるまで出走停止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カラリエーヴァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月27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。
（非抽選馬） 6頭 クリノレオノール号・サイモンミラベル号・タイトロープウィン号・ダンケシェーン号・ビッグデータ号・

リードザウインド号
※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。

14082 6月27日 晴 良 （2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，2勝クラス（1000万円以下），1．6．22以降2．6．21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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

58 オーシャンビュー 牡7鹿 53 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 458＋ 21：46．9 188．1�
610 アドマイヤシナイ 牡6鹿 54 柴田 善臣近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 454－ 2 〃 アタマ 17．3�
59 サトノシリウス 牡5鹿 57 D．レーン �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 ハナ 4．0�

（豪）

611 コスモインザハート 牡5鹿 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 浦河 栄進牧場 486－ 4 〃 ハナ 37．5�
713� ディライトプロミス 牝5鹿 52 岩田 望来 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith E
Nichols Trust Dated Feb-
ruary18，1999 472－ 41：47．0� 14．8	

814 トータルソッカー 牡6栗 56 江田 照男渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 500－14 〃 ハナ 34．4

815 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝4栗 52 野中悠太郎ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 2 〃 アタマ 7．4�
23 ミ ト ロ ジ ー 牡4栗 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 アタマ 2．0�
34 ブリリアントリリー 牝5鹿 51 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 61：47．31� 122．8
22 ディアシューター 牡6黒鹿54 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 504＋ 61：47．4� 30．7�
46 アルトリウス 	6鹿 54 北村 宏司�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム B466＋ 4 〃 ハナ 28．5�
35 ミラクルブラッド 牝5鹿 51 吉田 豊芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 460＋10 〃 ハナ 28．3�
11 ア シ ェ ッ ト 牝5鹿 51 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 436－ 41：47．72 47．6�
47 ジャーミネイト 牡6鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：48．65 16．3�
712
 ソールライト 牡5芦 53 石川裕紀人畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 520＋281：49．98 190．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，923，700円 複勝： 84，104，600円 枠連： 25，528，300円
馬連： 131，645，300円 馬単： 49，544，900円 ワイド： 91，582，700円
3連複： 184，829，400円 3連単： 215，171，300円 計： 844，330，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，810円 複 勝 � 2，470円 � 360円 � 190円 枠 連（5－6） 2，430円

馬 連 �� 115，020円 馬 単 �� 261，680円

ワ イ ド �� 20，010円 �� 10，590円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 154，360円 3 連 単 ��� 1，677，410円

票 数

単勝票数 計 619237 的中 � 2633（14番人気）
複勝票数 計 841046 的中 � 6977（14番人気）� 59599（4番人気）� 148509（2番人気）
枠連票数 計 255283 的中 （5－6） 8117（8番人気）
馬連票数 計1316453 的中 �� 887（87番人気）
馬単票数 計 495449 的中 �� 142（177番人気）
ワイド票数 計 915827 的中 �� 1154（82番人気）�� 2187（69番人気）�� 21749（13番人気）
3連複票数 計1848294 的中 ��� 898（236番人気）
3連単票数 計2151713 的中 ��� 93（1646番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．2―12．1―12．0―11．7―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．1―47．3―59．4―1：11．4―1：23．1―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．5

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オーシャンビュー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．9 新潟5着

2013．5．18生 牡7鹿 母 アスコットビコー 母母 スタンピード 42戦4勝 賞金 56，068，000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。



14083 6月27日 晴 稍重 （2東京3） 第7日 第11競走 ��1，600�アハルテケステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額600万円毎1�増，�：3歳52�4
歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬
1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

22 アシャカトブ 牡4栗 57 戸崎 圭太吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 500± 01：36．1 5．7�
812 バ レ ッ テ ィ �6鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム B506－ 2 〃 クビ 6．4�
69 ゴルトマイスター 牡4栗 57 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 558－ 6 〃 アタマ 8．0�
710 デアフルーグ 牡4鹿 56 石橋 脩西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 512－ 61：36．2クビ 14．2�
56 コズミックフォース 牡5鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 61：36．41� 35．9	
11 ウインユニファイド 牡8黒鹿57 石川裕紀人�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B518－ 61：36．82	 50．7

57 サンチェサピーク 牡6黒鹿57 M．デムーロ �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 532－ 21：36．9	 6．2�
68 ハ ッ ト ラ ブ 牝6鹿 54 菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490＋ 81：37．0
 81．1�
711� ク ロ ス ケ 牡5青鹿57 北村 宏司助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 462＋101：37．21� 142．7
45 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡4白 58 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 クビ 16．2�
44 レピアーウィット 牡5栗 57 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 542－ 61：37．51
 2．8�
（豪）

33 トゥザクラウン 牡6鹿 57 岩田 望来 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B524－ 41：39．6大差 71．1�
813 ス マ ハ マ 牡5栗 58 津村 明秀�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 534＋101：39．81 13．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 146，458，400円 複勝： 208，409，400円 枠連： 50，627，600円
馬連： 343，759，500円 馬単： 115，186，400円 ワイド： 221，451，800円
3連複： 513，790，100円 3連単： 607，374，900円 計： 2，207，058，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 190円 � 280円 枠 連（2－8） 1，430円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 640円 �� 880円 �� 910円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 31，960円

票 数

単勝票数 計1464584 的中 � 205294（2番人気）
複勝票数 計2084094 的中 � 275407（3番人気）� 318754（2番人気）� 173839（5番人気）
枠連票数 計 506276 的中 （2－8） 27416（6番人気）
馬連票数 計3437595 的中 �� 130910（6番人気）
馬単票数 計1151864 的中 �� 23227（12番人気）
ワイド票数 計2214518 的中 �� 91634（5番人気）�� 63588（8番人気）�� 61784（11番人気）
3連複票数 計5137901 的中 ��� 65925（20番人気）
3連単票数 計6073749 的中 ��� 13774（97番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―23．1―35．7―47．7―1：00．3―1：11．9―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．8
3 ・（3，6）12，9（2，13）（11，7）8（1，5，4）10 4 ・（3，6，12，13，7）9（2，11，4）（1，5，8，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アシャカトブ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．11．4 東京4着

2016．3．12生 牡4栗 母 ヴェリタスマリコ 母母 アサクサコンソメ 15戦5勝 賞金 83，846，000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。

14084 6月27日 曇 良 （2東京3） 第7日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
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 7，600，000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
1：30．5
1：30．3

良
良

816 ウインレフィナード 牡4黒鹿57 三浦 皇成�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 448± 01：34．6 17．1�
612� クィーンビー 牝7鹿 55 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 502＋ 81：34．81� 52．7�
815 マーベラスアゲン 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 472＋ 2 〃 ハナ 51．9�
36 モンブランテソーロ 牡4鹿 57 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 浦河 市川フアーム 472＋ 4 〃 クビ 4．3�
48 ツ ル ネ 牝3鹿 52 吉田 豊吉井 理人氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 476± 0 〃 ハナ 2．9	
47 アポロヴィクトリア 牝3鹿 52 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 424＋ 41：34．9クビ 12．5

59 タイキスウォード 牡3栗 54

53 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 456＋ 4 〃 ハナ 10．9�
714 コスモスタック 牡3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 458－ 2 〃 クビ 32．3�
510 トランスナショナル 牡4栗 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 482± 01：35．0� 3．6
713� スズレジーム 牝6鹿 55 武士沢友治森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 456＋ 21：35．53 202．5�
24 クリノイヴァンカ 牝4鹿 55

53 △菅原 明良栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか タイヘイ牧場 472＋101：35．6� 152．9�
23 � トライゲッター 	4黒鹿57 井上 敏樹畑佐 博氏 伊藤 大士 浦河 中島牧場 492＋ 21：35．7クビ 63．6�
35 ココロノイコロ 牡5黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 谷岡牧場 444－121：35．91� 49．0�
12 メイクアンシー 牡4青鹿 57

55 △木幡 育也チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 458＋ 21：36．11� 20．3�
611� パルスレート 牝4鹿 55 柴田 善臣坂本 守孝氏 星野 忍 安平 ノーザンファーム 468－171：42．0大差 112．2�

（15頭）
11 テルツェット 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 95，151，800円 複勝： 133，176，600円 枠連： 37，839，400円
馬連： 177，036，100円 馬単： 70，731，600円 ワイド： 145，945，700円
3連複： 268，778，800円 3連単： 324，804，200円 計： 1，253，464，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 430円 � 930円 � 980円 枠 連（6－8） 7，540円

馬 連 �� 26，490円 馬 単 �� 52，360円

ワ イ ド �� 5，110円 �� 5，460円 �� 10，980円

3 連 複 ��� 138，260円 3 連 単 ��� 779，740円

票 数

単勝票数 計 951518 的中 � 44427（6番人気）
複勝票数 計1331766 的中 � 87999（6番人気）� 36776（9番人気）� 34456（10番人気）
枠連票数 計 378394 的中 （6－8） 3888（22番人気）
馬連票数 計1770361 的中 �� 5179（49番人気）
馬単票数 計 707316 的中 �� 1013（98番人気）
ワイド票数 計1459457 的中 �� 7395（40番人気）�� 6918（41番人気）�� 3415（64番人気）
3連複票数 計2687788 的中 ��� 1458（222番人気）
3連単票数 計3248042 的中 ��� 302（1201番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．3―12．4―11．6―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―47．5―59．9―1：11．5―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．7
3 ・（5，7，13）（3，6，14）（11，15）（8，10，12）9（4，16）2 4 5（7，13）14（3，6，15）（8，11，10，12）（9，16）（2，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインレフィナード �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．6．3 東京6着

2016．3．31生 牡4黒鹿 母 タツグレース 母母 カウンティングレインボーズ 20戦2勝 賞金 25，010，000円
〔出走取消〕 テルツェット号は，疾病〔前頭部裂創〕のため出走取消。
〔制裁〕 アポロヴィクトリア号の騎手木幡巧也は，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10，000円。（被害馬：8番）
〔その他〕 パルスレート号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 グランチェイサー号
（非抽選馬） 1頭 アイワナビリーヴ号



（2東京3）第7日 6月27日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

245，120，000円
3，020，000円
23，700，000円
2，170，000円
29，630，000円
75，207，500円
6，141，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
753，361，200円
1，124，488，000円
251，198，400円
1，356，809，600円
564，531，900円
1，029，774，000円
2，022，769，400円
2，445，945，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，548，877，800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7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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