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14085 6月28日 雨 不良 （2東京3） 第8日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走9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
1：33．8
1：33．3

重
良

11 ドノスティア 牡3黒鹿56 内田 博幸村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 534－ 21：38．2 5．3�
713 シャイニングブルー 牡3黒鹿56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506－ 21：38．41� 6．9�
23 ショウナンマトイ 牡3黒鹿56 津村 明秀�湘南 稲垣 幸雄 新冠 アラキフアーム 480－ 21：38．5� 76．6�
816 アンブローニュ 牡3鹿 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 21：38．6� 3．9�
815 ムーンダイアローグ 牡3栗 56 三浦 皇成大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 藤原牧場 456＋ 21：38．81 6．5	
59 ジョイボヌール 牡3鹿 56 江田 照男石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 468－ 81：39．33 25．1

12 ロッソビアンコネロ 牡3栗 56 柴田 善臣星野 �男氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム B500－ 41：39．4クビ 34．3�
47 コンチサエッタ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新九十九章之氏 勢司 和浩 青森 有限会社
フォレブルー 470＋ 61：39．5� 61．0

24 ラクンパルシータ 牡3青鹿 56
54 △木幡 育也 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 500＋181：39．71� 21．1�

611 ハイテイブルース 牡3栗 56 吉田 豊中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 484＋ 21：39．91� 31．5�
36 レジリエンスブルー 牡3黒鹿56 木幡 巧也 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 466＋ 2 〃 クビ 13．2�
35 ペイシャバレー 牝3黒鹿54 伴 啓太北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 436－ 41：41．17 275．3�
714 ソ ヨ ギ 牝3青鹿54 横山 典弘海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 470＋ 21：42．37 5．3�
48 キティマグネット 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹吉岡 泰治氏 和田正一郎 日高 沖田牧場 502＋221：42．61� 190．7�
510 コスモケルビン 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム B504＋ 6 〃 クビ 17．2�
612 ゴールドポディウム 牡3栗 56 杉原 誠人�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 504 ―1：44．6大差 90．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，635，200円 複勝： 53，272，600円 枠連： 16，086，800円
馬連： 68，243，300円 馬単： 27，487，600円 ワイド： 53，258，600円
3連複： 112，121，900円 3連単： 100，724，400円 計： 459，830，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 240円 � 1，950円 枠 連（1－7） 680円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 800円 �� 7，010円 �� 6，340円

3 連 複 ��� 59，550円 3 連 単 ��� 231，820円

票 数

単勝票数 計 286352 的中 � 42950（2番人気）
複勝票数 計 532726 的中 � 86140（2番人気）� 61079（5番人気）� 5411（13番人気）
枠連票数 計 160868 的中 （1－7） 18275（3番人気）
馬連票数 計 682433 的中 �� 27106（6番人気）
馬単票数 計 274876 的中 �� 5456（11番人気）
ワイド票数 計 532586 的中 �� 18210（6番人気）�� 1901（60番人気）�� 2105（57番人気）
3連複票数 計1121219 的中 ��� 1412（148番人気）
3連単票数 計1007244 的中 ��� 315（651番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドノスティア �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Gone West デビュー 2019．9．21 中山3着

2017．4．18生 牡3黒鹿 母 ソングフォーミー 母母 My Song for You 8戦1勝 賞金 13，290，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドポディウム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月28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。
（非当選馬） 1頭 シバノレイワ号
（非抽選馬） 2頭 クラップクラップ号・セイウンノア号

14086 6月28日 雨 不良 （2東京3） 第8日 第2競走 2，100�3歳未勝利
発走10時25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
2：06．7
2：05．9

良
良

714 ナックジーニアス 牡3栗 56 田中 勝春小松 欣也氏 宗像 義忠 新冠 守矢牧場 512± 02：10．7 2．9�
612 マーキュリーセブン 牡3黒鹿56 津村 明秀ライオンレースホース� 加藤士津八 浦河 浦河日成牧場 B450＋ 42：10．91� 31．6�
35 ワンダーサーイター 牡3青鹿56 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 454＋ 22：12．38 43．4�
23 ゲンキチボン 牡3栗 56 木幡 巧也荒井 元明氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム B488＋ 22：12．4クビ 20．2�
611 ショウナンアクア 牡3栗 56 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 466± 02：12．5� 22．6�
48 グッドリドゥンス 牡3栗 56 的場 勇人林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 478＋ 4 〃 クビ 121．8	
36 ジチュダケテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 500＋ 22：12．6� 2．4

510 セイウンクルーズ 牡3栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B522± 02：12．81 6．4�
713 エクストラノート 牡3栗 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B476＋162：13．54 28．7�
59 フジサンライボー 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子藤田 秀行氏 的場 均 新ひだか 木田牧場 488－ 6 〃 クビ 107．6
47 シゲルカイオウセイ 牡3芦 56

54 △菅原 明良森中 蕃氏 田中 清隆 浦河 ディアレスト
クラブ 508－ 62：13．6� 68．7�

815 エアリアルシティー 牡3栗 56 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 498＋122：13．81 98．8�
12 エクセルスパイダー 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大谷川 正純氏 石毛 善彦 新冠 的場牧場 488± 0 〃 ハナ 262．5�
24 プルークファーレン 牡3栗 56 石橋 脩吉田 照哉氏 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474－ 22：14．22� 9．0�
816 セイカタチバナ 牡3栗 56 丸田 恭介久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 484＋142：14．73 136．6�
11 ケイツーコルナ 牡3鹿 56

54 △木幡 育也楠本 勝美氏 蛯名 利弘 日高 三輪牧場 494＋ 62：16．08 123．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，485，100円 複勝： 57，622，100円 枠連： 12，830，900円
馬連： 64，826，400円 馬単： 29，088，800円 ワイド： 54，798，900円
3連複： 99，809，000円 3連単： 102，421，800円 計： 458，883，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 750円 � 820円 枠 連（6－7） 1，390円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 6，480円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 1，590円 �� 9，030円

3 連 複 ��� 41，790円 3 連 単 ��� 113，020円

票 数

単勝票数 計 374851 的中 � 102312（2番人気）
複勝票数 計 576221 的中 � 128030（2番人気）� 16529（8番人気）� 14965（9番人気）
枠連票数 計 128309 的中 （6－7） 7112（7番人気）
馬連票数 計 648264 的中 �� 11735（12番人気）
馬単票数 計 290888 的中 �� 3362（18番人気）
ワイド票数 計 547989 的中 �� 9012（16番人気）�� 9018（15番人気）�� 1524（56番人気）
3連複票数 計 998090 的中 ��� 1791（87番人気）
3連単票数 計1024218 的中 ��� 657（265番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．5―12．7―12．6―12．6―12．6―12．6―12．4―12．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．2―30．7―43．4―56．0―1：08．6―1：21．2―1：33．8―1：46．2―1：58．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナックジーニアス �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．11．23 東京7着

2017．2．23生 牡3栗 母 メロークーミス 母母 ジョーンズギフト 6戦1勝 賞金 8，135，000円
〔制裁〕 セイウンクルーズ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔3走成績による出走制限〕 フジサンライボー号・シゲルカイオウセイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月28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 アルコンシチー号・リアリーカ号

第３回 東京競馬 第８日



14087 6月28日 雨 不良 （2東京3） 第8日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時55分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

816 アドマイヤチャチャ 牝3青 54 柴田 善臣近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B434± 01：51．9 5．8�
47 ラゴンダカフェ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 440－ 41：52．0� 8．6�
59 リライトザスターズ 牝3芦 54 田辺 裕信飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 486－ 21：52．32 3．7�
36 シ ン ド ラ ー 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502＋12 〃 ハナ 4．9�
11 シラカワカツコ 牝3鹿 54 江田 照男大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 400＋ 41：52．83 13．1�
35 ボンヌシャンス 牝3黒鹿54 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 482＋ 61：53．11� 23．9�
612 コパノカリブ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 458± 01：53．2� 42．9	
24 ボウイッシュ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来山岡 重行氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 432± 01：53．52 14．7

510 レディーフラッシュ 牝3鹿 54 杉原 誠人小林 博雄氏 古賀 史生 熊本 ストームファーム

コーポレーション 476＋ 61：53．6� 125．7�
815 ヒラボクハーツ 牝3栗 54 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 484＋16 〃 クビ 21．0
611 キャツクレードル 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 日高 いとう牧場 452＋ 41：53．7� 23．5�
714 フローラルキスミー 牝3栗 54

51 ▲原 優介髙橋 正雄氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム B432－ 61：54．44 132．7�
48 ピースサイン 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 400± 01：54．5� 85．9�
713 エ ナ ミ ル ク 牝3鹿 54 木幡 巧也宮原 廣伸氏 伊藤 大士 新ひだか 山際牧場 484－ 41：55．98 6．3�
12 ルナカリーナ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也江川 伸夫氏 小手川 準 新ひだか 上村 清志 368＋ 81：57．8大差 110．5�
23 ホークスタントン 牝3黒鹿54 宮崎 北斗永見 貴昭氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 460＋181：59．18 193．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，251，300円 複勝： 55，515，500円 枠連： 12，572，000円
馬連： 69，570，300円 馬単： 27，333，700円 ワイド： 57，471，000円
3連複： 101，716，500円 3連単： 99，908，100円 計： 459，338，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 240円 � 150円 枠 連（4－8） 2，510円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 460円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 19，940円

票 数

単勝票数 計 352513 的中 � 48499（3番人気）
複勝票数 計 555155 的中 � 60418（4番人気）� 54493（5番人気）� 112750（1番人気）
枠連票数 計 125720 的中 （4－8） 3876（12番人気）
馬連票数 計 695703 的中 �� 18239（11番人気）
馬単票数 計 273337 的中 �� 3753（22番人気）
ワイド票数 計 574710 的中 �� 10795（19番人気）�� 33844（2番人気）�� 16958（8番人気）
3連複票数 計1017165 的中 ��� 19862（7番人気）
3連単票数 計 999081 的中 ��� 3631（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．0―48．4―1：00．7―1：13．3―1：25．6―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F51．2―3F38．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤチャチャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cactus Ridge デビュー 2019．9．21 阪神12着

2017．4．12生 牝3青 母 ホットチャチャ 母母 Reduced Sentence 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルナカリーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月28日まで平地競走

に出走できない。
ホークスタントン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月28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〕 フローラルキスミー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月28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 アドラツィオーネ号・キミノミラクル号・ステラドーロ号・ハスキージュリー号・モカ号

14088 6月28日 雨 不良 （2東京3） 第8日 第4競走 ��2，400�3歳未勝利
発走11時25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
2：20．6
2：20．6

良
良

818 フェスティヴスーリ 牡3黒鹿56 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 474＋ 42：32．3 105．4�
35 エクセレントラン 牡3鹿 56 柴田 善臣田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 472－ 42：33．25 8．0�
817 マイネルケイローン 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム B434± 0 〃 ハナ 13．7�
11 コスモレペティール 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 426± 02：33．62� 20．0�
12 マイネルエルガー 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 4 〃 クビ 10．7	
47 ダンスグルーヴィ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 458＋ 22：33．7クビ 13．2

611 スターリーゴールド 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 462＋ 4 〃 クビ 4．1�
23 アドラツィオーネ 牝3黒鹿54 木幡 巧也�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 480－ 62：34．12� 92．3�
612 フラッグタワー �3青鹿 56

54 △菅原 明良 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 444＋ 22：35．58 134．9
48 エキスパート 牝3栗 54 内田 博幸 �京都ホースレーシング 小手川 準 様似 様似渡辺牧場 446－102：35．6� 34．5�
36 インディードシチー 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 下河辺牧場 498＋ 42：35．7クビ 181．0�
510 プモリテソーロ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 482－ 42：35．91� 2．9�
24 ロッソビアンコ 牝3鹿 54 北村 宏司平田 修氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 442± 02：36．32� 32．6�
714 ボンテンマル 牡3鹿 56 丸田 恭介高橋 文男氏 尾形 和幸 新ひだか 前田ファーム 440＋ 42：36．72� 244．4�
713 フジマサヒーロー 牡3鹿 56 野中悠太郎藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B474－ 22：37．33� 16．1�
59 デルマダイヤモンド 牡3青鹿 56

55 ☆岩田 望来浅沼 廣幸氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 452＋ 6 〃 ハナ 74．1�
816 アネモネテソーロ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 幌村牧場 482－ 22：38．47 33．8�

715 ク ロ ス キ ー �3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 520－ 62：39．35 16．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 44，213，700円 複勝： 66，786，700円 枠連： 17，076，900円
馬連： 84，869，200円 馬単： 34，192，900円 ワイド： 73，184，900円
3連複： 125，853，200円 3連単： 118，835，200円 計： 565，012，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，540円 複 勝 � 2，150円 � 260円 � 350円 枠 連（3－8） 3，970円

馬 連 �� 65，970円 馬 単 �� 110，060円

ワ イ ド �� 16，150円 �� 10，300円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 156，010円 3 連 単 ��� 1，367，540円

票 数

単勝票数 計 442137 的中 � 3354（15番人気）
複勝票数 計 667867 的中 � 6843（15番人気）� 76258（3番人気）� 51395（5番人気）
枠連票数 計 170769 的中 （3－8） 3331（20番人気）
馬連票数 計 848692 的中 �� 997（87番人気）
馬単票数 計 341929 的中 �� 233（171番人気）
ワイド票数 計 731849 的中 �� 1155（87番人気）�� 1815（75番人気）�� 10151（22番人気）
3連複票数 計1258532 的中 ��� 605（299番人気）
3連単票数 計1188352 的中 ��� 63（2071番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．7―13．0―12．7―12．8―12．6―12．7―13．2―12．8―12．5―13．2

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―24．1―36．8―49．8―1：02．5―1：15．3―1：27．9―1：40．6―1：53．8―2：06．6―2：19．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．5
1
3

12，15，16，1（9，11）13，10（4，18）2（8，17）（3，5，14）－7－6・（12，15）（16，17）（1，11）（10，13）（4，18）（9，2）5（3，14）7－8＝6
2
4
12，15（1，16）（9，11）（4，10，13）（2，18）17（3，14）8，5，7＝6・（12，17，11）16（4，15，1，10，13）（2，18）（3，5）（7，8）14，9－6

勝馬の
紹 介

フェスティヴスーリ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2019．11．3 東京12着

2017．4．28生 牡3黒鹿 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ 9戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アネモネテソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月28日まで平地競

走に出走できない。
クロスキー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月28日まで平地競走に
出走できない。

※アドラツィオーネ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



14089 6月28日 雨 不良 （2東京3） 第8日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時15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

23 ロードマックス 牡2鹿 54
53 ☆岩田 望来 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 450 ―1：39．9 4．8�

612 ミッキーワクチン 牡2鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 502 ―1：40．32� 14．8�
12 � コスモカルティエ 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 愛 Redpender

Stud Ltd 448 ― 〃 クビ 14．3�
713 コウソクカレン 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 498 ―1：40．61� 6．0�
816 ディアマンテール 牡2青鹿54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476 ―1：40．7� 2．7	
510 リーブラテソーロ 牡2鹿 54

52 △木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 456 ― 〃 クビ 24．0


611� ヴォワドアンジェ 牝2黒鹿54 石橋 脩�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 456 ―1：40．8� 30．3�

36 ミ ュ ラ ッ カ 牡2鹿 54 北村 宏司�G1レーシング 高木 登 安平 追分ファーム 488 ―1：40．9� 8．3�
48 ジョブックルーチェ 牝2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 456 ―1：41．11� 56．3
815 エ ー ア イ 牡2鹿 54 野中悠太郎�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 434 ―1：41．73� 53．6�
714 フェミニンルック 牝2鹿 54 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 400 ―1：41．8� 39．4�
47 レモンソーダ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 松田牧場 424 ―1：42．22� 40．0�
35 トーセンジェイク 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 486 ―1：42．3� 53．8�
11 ジャストビフォー 牡2黒鹿54 江田 照男山口 裕介氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 446 ―1：43．68 86．4�
24 チェリーピッキング 牡2鹿 54

51 ▲小林 凌大古賀 慎一氏 尾形 和幸 安平 ゼットステーブル 406 ―1：46．3大差 152．0�
（15頭）

59 エコロカナワン 牡2鹿 54
52 △菅原 明良原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 480 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 52，344，100円 複勝： 52，661，200円 枠連： 13，172，300円
馬連： 67，620，100円 馬単： 29，994，800円 ワイド： 51，983，400円
3連複： 92，636，200円 3連単： 92，257，800円 計： 452，669，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 340円 � 310円 枠 連（2－6） 1，660円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，100円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 10，210円 3 連 単 ��� 43，800円

票 数

単勝票数 差引計 523441（返還計 3447） 的中 � 90697（2番人気）
複勝票数 差引計 526612（返還計 3441） 的中 � 85148（2番人気）� 36575（6番人気）� 41285（5番人気）
枠連票数 差引計 131723（返還計 344） 的中 （2－6） 6129（6番人気）
馬連票数 差引計 676201（返還計 10655） 的中 �� 18544（10番人気）
馬単票数 差引計 299948（返還計 4760） 的中 �� 5346（13番人気）
ワイド票数 差引計 519834（返還計 10865） 的中 �� 12090（11番人気）�� 12288（10番人気）�� 6278（21番人気）
3連複票数 差引計 926362（返還計 28292） 的中 ��� 6800（30番人気）
3連単票数 差引計 922578（返還計 23659） 的中 ��� 1527（122番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．2―12．6―13．1―12．4―11．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．4―49．0―1：02．1―1：14．5―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードマックス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubawi 初出走

2018．3．23生 牡2鹿 母 パーフェクトトリビュート 母母 Perfect Spirit 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 エコロカナワン号は，馬場入場後に放馬。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 チェリーピッキング号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。

発走時刻7分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェリーピッキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月28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。
（非当選馬） 2頭 ヴィスナー号・タウゼントシェーン号

14090 6月28日 曇 不良 （2東京3） 第8日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時45分 （ダート・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
1：23．1
1：23．0

重
重

611 ニ ー ヨ ル 牡2栗 54 柴田 大知 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 浦河 中村 雅明 466 ―1：25．6 7．9�
510 ベネフィサンス 牝2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 470 ―1：25．92 3．6�
713 ミエノムガール 牡2黒鹿54 木幡 巧也里見美惠子氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486 ―1：26．11� 8．6�
59 ニシノミズカゼ 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 468 ―1：26．41� 5．4�
714 トペコンヒーロ 牡2栗 54 北村 宏司細川智恵子氏 勢司 和浩 新ひだか 藤巻 則弘 458 ―1：27．14 17．9�
24 トーセンパトリック 牡2黒鹿 54

51 ▲小林 凌大島川 	哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 496 ―1：28．27 127．0


47 マイネルデルフト 牡2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 浦河 大北牧場 460 ―1：28．41� 32．5�

11 タイセイコマンド 牡2鹿 54 武士沢友治田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 474 ―1：28．61� 6．1�
12 タ カ チ ホ 牝2黒鹿 54

52 △菅原 明良高橋 文男氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 466 ― 〃 アタマ 34．4
48 シグナステソーロ 牡2青鹿54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 片山牧場 476 ―1：28．81� 16．2�
36 ベストシーズン 牝2栗 54 野中悠太郎プレミアムレースホース 菊川 正達 新ひだか 稲葉牧場 430 ―1：28．9� 76．8�
35 エリカルーチェ 牝2鹿 54

53 ☆岩田 望来三木 正浩氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：29．21� 28．4�
23 メイショウイッコン 牝2芦 54 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 432 ― 〃 クビ 50．2�
816 スタンドバイユー 牡2青 54

52 ◇藤田菜七子堀口 晴男氏 稲垣 幸雄 日高 日西牧場 436 ―1：29．51� 47．4�
815 サンランシング 牝2青鹿54 田中 勝春 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 466 ―1：29．6� 98．7�
612 ワイワイライリー 牡2栗 54 嘉藤 貴行山田 泰司氏 田中 清隆 新ひだか チャンピオンズファーム 466 ―1：29．81� 28．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，731，900円 複勝： 66，713，400円 枠連： 19，925，300円
馬連： 72，468，600円 馬単： 29，904，100円 ワイド： 61，699，700円
3連複： 106，223，700円 3連単： 101，747，300円 計： 506，414，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 190円 � 160円 � 230円 枠 連（5－6） 720円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，130円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 29，690円

票 数

単勝票数 計 477319 的中 � 50911（4番人気）
複勝票数 計 667134 的中 � 91092（3番人気）� 122790（1番人気）� 65063（5番人気）
枠連票数 計 199253 的中 （5－6） 21365（3番人気）
馬連票数 計 724686 的中 �� 35928（3番人気）
馬単票数 計 299041 的中 �� 5717（12番人気）
ワイド票数 計 616997 的中 �� 26820（2番人気）�� 13475（12番人気）�� 22758（5番人気）
3連複票数 計1062237 的中 ��� 17135（9番人気）
3連単票数 計1017473 的中 ��� 2484（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．0―48．5―1：00．8―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニ ー ヨ ル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2018．3．23生 牡2栗 母 カリビアンセレブ 母母 カリビアンボイス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時50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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キタノシンスケ号・コスモコラッジョ号・トランザクト号・バクシン号・ミスズグランドオー号



14091 6月28日 曇 不良 （2東京3） 第8日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：33．8
1：33．3

重
良

612 ルコントブルー 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 536－ 21：36．4 3．4�

611� フレンドアリス 牝5栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 458＋ 2 〃 クビ 69．2�
59 ニーズヘッグ 牝3鹿 52 横山 典弘 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 476－ 21：37．03� 1．8�
714 ギャラクシーソウル 牝3芦 52

51 ☆斎藤 新吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 452＋ 61：37．53 18．0�
815 プ リ ン サ ン 牝3鹿 52

51 ☆菊沢 一樹是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 422± 0 〃 ハナ 74．6	
12 レッドヴァール 牝5鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 482＋161：37．6クビ 8．2

713� セイウンシェリー 牝4栗 55

54 ☆岩田 望来西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー
クスタツド B440＋ 21：37．7� 64．5�

816 スイーツビュッフェ 牝4鹿 55 津村 明秀 �YGGホースクラブ 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 490± 01：37．91� 13．9�
23 チェインストーリー 牝3栗 52

50 △木幡 育也吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－ 21：38．0� 44．6

11 コンスタンティナ 牝4鹿 55 江田 照男山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 496－ 21：38．21 66．1�
36 ジェイエルフラッグ 牝4青鹿 55

52 ▲小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 446＋ 41：38．3� 214．1�
35 ミツカネラクリス 牝4鹿 55 嘉藤 貴行小山田 満氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 490＋221：38．83 48．1�
48 コ コ ラ 牝3黒鹿 52

50 ◇藤田菜七子田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 454＋ 4 〃 クビ 20．4�
24 タイセイプルミエ 牝3鹿 52 木幡 巧也田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 470－ 31：39．01� 85．2�
47 アレグレモエティー 牝4芦 55 武士沢友治斉藤 等氏 本間 忍 新冠 オリエント牧場 464－ 61：39．21 261．2�
510� フローズンナイト 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B496＋ 81：40．37 162．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，583，000円 複勝： 84，465，300円 枠連： 16，782，200円
馬連： 97，553，800円 馬単： 48，344，700円 ワイド： 77，694，200円
3連複： 152，566，900円 3連単： 201，439，300円 計： 732，429，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 590円 � 110円 枠 連（6－6） 10，800円

馬 連 �� 9，510円 馬 単 �� 14，410円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 160円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 32，110円

票 数

単勝票数 計 535830 的中 � 123456（2番人気）
複勝票数 計 844653 的中 � 165097（2番人気）� 16098（10番人気）� 349831（1番人気）
枠連票数 計 167822 的中 （6－6） 1204（24番人気）
馬連票数 計 975538 的中 �� 7945（22番人気）
馬単票数 計 483447 的中 �� 2516（30番人気）
ワイド票数 計 776942 的中 �� 10779（17番人気）�� 178767（1番人気）�� 11657（15番人気）
3連複票数 計1525669 的中 ��� 38155（7番人気）
3連単票数 計2014393 的中 ��� 4548（79番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―12．2―12．4―12．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．1―47．3―59．7―1：11．8―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルコントブルー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．12．8 中山2着

2017．4．17生 牝3黒鹿 母 シェアザストーリー 母母 ディアブロズストーリー 4戦2勝 賞金 17，300，000円

14092 6月28日 曇 不良 （2東京3） 第8日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45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
1：56．1
1：56．1

良
良

55 サ ペ ラ ヴ ィ 牡3鹿 54 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 466＋162：02．9 6．7�

88 ディアセオリー 牡3鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 488＋ 22：03．11� 2．5�

44 マイネルソラス 牡3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ

アーム 460± 02：04．05 5．3�
33 ピ ン シ ェ ル 牡4鹿 57 吉田 豊岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム 516－122：04．42� 4．6�
22 レッドペルーシュ 牝3鹿 52

50 △木幡 育也 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 406－ 22：04．5クビ 9．3�
89 ナリノモンターニュ 牡3黒鹿54 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 498＋ 62：04．71� 12．7	
77 	 ホウオウビクトリー 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 62：05．87 34．5

66 
 ラウドアンドクリア 牡3栗 54 田辺 裕信ゴドルフィン 加藤 征弘 米 Ron Stolich &

Fran Stolich 520＋ 22：06．54 12．5�
11 ス ー ス ー 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 428＋ 42：07．13� 50．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 43，895，700円 複勝： 53，931，200円 枠連： 10，003，000円
馬連： 73，679，000円 馬単： 33，405，600円 ワイド： 52，193，300円
3連複： 96，650，900円 3連単： 148，632，000円 計： 512，390，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 130円 � 150円 枠 連（5－8） 690円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 340円 �� 590円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 9，340円

票 数

単勝票数 計 438957 的中 � 52171（4番人気）
複勝票数 計 539312 的中 � 70050（4番人気）� 128306（1番人気）� 89811（3番人気）
枠連票数 計 100030 的中 （5－8） 11198（2番人気）
馬連票数 計 736790 的中 �� 84801（2番人気）
馬単票数 計 334056 的中 �� 14515（5番人気）
ワイド票数 計 521933 的中 �� 40554（3番人気）�� 20844（8番人気）�� 40711（2番人気）
3連複票数 計 966509 的中 ��� 41926（4番人気）
3連単票数 計1486320 的中 ��� 11535（27番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―12．2―12．4―12．8―13．2―11．9―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．1―47．3―59．7―1：12．5―1：25．7―1：37．6―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．4―3F37．2

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

勝馬の
紹 介

サ ペ ラ ヴ ィ 
�
父 ローズキングダム 

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．7．13 福島5着

2017．4．28生 牡3鹿 母 セ ミ ニ ョ ン 母母 ト リ ア ノ ン 10戦2勝 賞金 22，846，000円



14093 6月28日 曇 不良 （2東京3） 第8日 第9競走 ��1，600�
ひ の

日 野 特 別
発走14時15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 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

815 グトルフォス 牡4鹿 57 田辺 裕信林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 526＋101：35．6 10．8�
612 トーセンヴィータ 牡5青鹿57 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B544＋ 21：35．7� 13．2�
713 バ ク ハ ツ 牡5栗 57 秋山真一郎�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム B506＋ 2 〃 クビ 52．0�
35 オーケストラ �5鹿 57 斎藤 新原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B494－ 41：35．8クビ 27．9�
36 テイエムグッドマン 牡6鹿 57 北村 宏司竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B490－ 4 〃 クビ 7．8	
510 ヤマニンバンタジオ �6栗 57 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 542＋ 4 〃 アタマ 168．7

24 ダイワドノヴァン 牡6黒鹿57 野中悠太郎大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B540＋ 81：36．43� 6．3�
816 オ ノ リ ス 牡5黒鹿57 石橋 脩 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 518＋ 6 〃 ハナ 7．4
47 ダノンハイパワー 牡6黒鹿57 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 508－ 61：36．82 31．7�
59 ジョガールボニート 牡4青鹿57 吉田 豊髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 B474＋ 6 〃 アタマ 84．9�
48 	 ニュートンテソーロ 牡3鹿 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 WinStar
Farm, LLC 480－ 4 〃 アタマ 1．9�

611 オールウェイズゼア 牡6黒鹿57 蛯名 正義グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 荒木 貴宏 478± 01：37．22� 239．7�
23 カシノブレンド �4芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 448＋ 21：37．73 101．6�
714	 ラムセスバローズ 牡5栗 57 三浦 皇成猪熊 広次氏 斉藤 崇史 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

516＋ 81：38．12� 38．4�
12 ヤマニンリュシオル 牝5芦 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 492＋161：38．52� 179．3�
11 
 シュプリームゾーン 牡6黒鹿57 津村 明秀村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 514－ 6 〃 クビ 125．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，285，800円 複勝： 88，913，100円 枠連： 26，129，900円
馬連： 131，502，300円 馬単： 52，252，900円 ワイド： 97，560，100円
3連複： 191，847，700円 3連単： 227，196，200円 計： 876，688，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 330円 � 310円 � 1，260円 枠 連（6－8） 2，540円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 13，060円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 5，180円 �� 5，890円

3 連 複 ��� 74，090円 3 連 単 ��� 353，470円

票 数

単勝票数 計 612858 的中 � 44995（5番人気）
複勝票数 計 889131 的中 � 74813（6番人気）� 81720（5番人気）� 16136（10番人気）
枠連票数 計 261299 的中 （6－8） 7964（9番人気）
馬連票数 計1315023 的中 �� 16641（19番人気）
馬単票数 計 522529 的中 �� 3000（39番人気）
ワイド票数 計 975601 的中 �� 13295（18番人気）�� 4821（41番人気）�� 4230（44番人気）
3連複票数 計1918477 的中 ��� 1942（148番人気）
3連単票数 計2271962 的中 ��� 466（709番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―12．0―12．4―12．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．6―46．6―59．0―1：11．0―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．6
3 ・（1，5）6（2，9，12）13（3，16）15（10，4）8，11－14，7 4 ・（1，5）（6，12）（2，9，13）（10，3，16）15（4，8）－11－14，7

勝馬の
紹 介

グトルフォス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2018．12．15 中京1着

2016．2．23生 牡4鹿 母 リ ン ト ス 母母 コニャックレディ 18戦3勝 賞金 53，636，000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。
（非抽選馬） 4頭 アスターストーリー号・セイヴァリアント号・テンノサクラコ号・プロネルクール号

14094 6月28日 曇 不良 （2東京3） 第8日 第10競走 ��1，800�
え しま

江の島ステークス
発走14時50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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

713 ボッケリーニ 牡4栗 57 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454± 01：49．8 3．3�

59 ロ ザ ム ー ル 牝4栗 55 北村 宏司栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 486＋ 61：49．9� 12．1�
47 モンテグロッソ 牡5青鹿57 杉原 誠人ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 2 〃 クビ 26．8�
48 トラストケンシン 牡5鹿 57 江田 照男菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 462＋ 61：50．22 23．4�
815 ロ ラ イ マ �7鹿 57 斎藤 新 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 456± 01：50．3クビ 53．5	
612 ハンターバレー 牡4栗 57 丸田 恭介村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 488－ 41：50．51� 49．7

35 オーヴォドーロ 牝5黒鹿55 横山 典弘�レッドマジック久保田貴士 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 ハナ 46．1�
510 サトノケンシロウ 牡7黒鹿57 秋山真一郎 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474± 01：50．6	 66．8�
23 キングリッド 牡6鹿 57 蛯名 正義吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 452－ 21：50．7� 78．7
714 レッドベルディエス 牝4鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：50．8� 11．6�
36 ゴールドスミス �6黒鹿57 津村 明秀ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋ 41：51．01� 6．2�
816 マイネルラフレシア 牡7栗 57 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 21：51．21 50．1�
611 ドラグーンシチー 牡5鹿 57 荻野 極 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 504＋101：51．51	 16．6�
11 アイスフィヨルド 牡5芦 57 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 450＋ 21：52．24 43．6�
24 グロンディオーズ 牡5黒鹿57 木幡 育也 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 558＋281：52．3	 24．4�
12 ニシノカツナリ 牡4青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 484＋ 81：52．72� 3．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，331，100円 複勝： 96，025，700円 枠連： 31，522，300円
馬連： 161，157，400円 馬単： 56，518，900円 ワイド： 119，234，100円
3連複： 241，559，500円 3連単： 246，766，300円 計： 1，020，115，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 300円 � 530円 枠 連（5－7） 1，460円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，730円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 15，230円 3 連 単 ��� 59，770円

票 数

単勝票数 計 673311 的中 � 163081（2番人気）
複勝票数 計 960257 的中 � 186352（2番人気）� 76658（4番人気）� 38291（8番人気）
枠連票数 計 315223 的中 （5－7） 16637（5番人気）
馬連票数 計1611574 的中 �� 49942（7番人気）
馬単票数 計 565189 的中 �� 10648（10番人気）
ワイド票数 計1192341 的中 �� 34481（7番人気）�� 17563（18番人気）�� 10328（29番人気）
3連複票数 計2415595 的中 ��� 11889（44番人気）
3連単票数 計2467663 的中 ��� 2993（161番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．2―12．2―12．2―12．3―11．8―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．9―49．1―1：01．3―1：13．6―1：25．4―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

ボッケリーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．2．3 京都6着

2016．4．4生 牡4栗 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 9戦4勝 賞金 61，023，000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。
（非当選馬） 2頭 アヴィオール号・イェッツト号

１レース目



14095 6月28日 曇 不良 （2東京3） 第8日 第11競走 ��1，400�ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス（Ｌ）
発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，1．6．22以降2．6．21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

ウッドバイン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000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

11 ア ル ー シ ャ 牝5芦 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：23．4 8．5�
35 レインボーフラッグ 牡7鹿 54 岩田 望来 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 468± 01：23．5� 16．9�
36 ストーミーシー 牡7栗 56．5 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 552± 01：23．81� 4．5�
714 アンリミット 牝5青鹿52 城戸 義政前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 488－ 2 〃 ハナ 6．5�
23 アマルフィコースト 牝5黒鹿53 蛯名 正義 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 468－10 〃 クビ 9．2	
612 グランドロワ 牡6栗 55 三浦 皇成田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B498－ 2 〃 クビ 8．0

611 ワンアフター 牡7栗 54 北村 宏司薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 472－ 41：23．9クビ 30．4�
816 スマートオーディン 牡7黒鹿57 秋山真一郎大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 504－ 8 〃 クビ 9．5�
59 ゴールドサーベラス 牡8栗 53 菅原 明良田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 450＋ 61：24．11� 69．9
24 ボンセルヴィーソ 牡6栗 55 木幡 巧也名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 484－ 4 〃 クビ 7．0�
48 キ ョ ウ ヘ イ 牡6鹿 55 武士沢友治瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B454－ 2 〃 ハナ 14．2�
47 メイショウケイメイ 牝4鹿 51 菊沢 一樹松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 434＋121：24．31 98．3�
510 ショウナンライズ 牡7栗 55 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 466－101：24．51� 20．4�
12 トウショウピスト 牡8鹿 53 江田 照男トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490＋ 61：24．81� 68．7�
713 ボールライトニング 牡7栗 54 田中 勝春 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 514－101：25．12 168．3�
815 ムーンクエイク �7栗 56 木幡 育也 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518＋ 61：25．2クビ 38．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，498，600円 複勝： 110，233，300円 枠連： 48，830，200円
馬連： 286，482，700円 馬単： 89，377，500円 ワイド： 169，654，900円
3連複： 464，440，000円 3連単： 464，454，200円 計： 1，714，971，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 290円 � 410円 � 180円 枠 連（1－3） 1，640円

馬 連 �� 8，450円 馬 単 �� 12，840円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 1，000円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 14，370円 3 連 単 ��� 91，800円

票 数

単勝票数 計 814986 的中 � 76592（5番人気）
複勝票数 計1102333 的中 � 91625（5番人気）� 59704（9番人気）� 198674（1番人気）
枠連票数 計 488302 的中 （1－3） 23034（7番人気）
馬連票数 計2864827 的中 �� 26273（37番人気）
馬単票数 計 893775 的中 �� 5219（57番人気）
ワイド票数 計1696549 的中 �� 16312（37番人気）�� 45027（7番人気）�� 27141（18番人気）
3連複票数 計4644400 的中 ��� 24230（52番人気）
3連単票数 計4644542 的中 ��� 3668（329番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．0―11．7―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．6―46．6―58．3―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ー シ ャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．25 東京2着

2015．2．1生 牝5芦 母 ザ ズ ー 母母 Rhumb Line 14戦6勝 賞金 121，998，000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 アンコールプリュ号・トゥラヴェスーラ号

14096 6月28日 曇 不良 （2東京3） 第8日 第12競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時15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
1：21．5
1：20．3

重
不良

59 アキノスマート 牡3鹿 54 横山 典弘穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 498－ 21：23．5 1．7�
713 ネヴァタップアウト 牡3栗 54 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 510＋ 41：23．82 4．8�
510 ファイヴレター 牡3青鹿 54

52 △木幡 育也熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 442－ 21：24．11� 9．4�
612 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 460－ 2 〃 クビ 49．0�
23 ホーカスポーカス 牡5鹿 57

55 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 438＋ 21：24．2クビ 12．8�
11 ペイシャリルキス �4鹿 57

55 △菅原 明良北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 494＋12 〃 クビ 49．5�
714 インウィクトス 牡3鹿 54 田辺 裕信加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 452－ 21：24．3� 9．7	
36 エヌワイパフューム 牝4鹿 55 北村 宏司サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508± 01：24．51� 76．0

48 � リネンコジーン 牡5芦 57 吉田 豊戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 490－ 21：24．6クビ 106．7�
47 チェスナットロール 牝3栗 52 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 444± 0 〃 アタマ 16．1�
816 サ ノ ハ ニ ー 牝3黒鹿 52

51 ☆斎藤 新佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 470± 01：24．7クビ 39．6
815 デザートトリップ 牡6鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 カミイスタット 494＋141：25．65 122．9�
24 アントニウス 牡3鹿 54

51 ▲小林 脩斗中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 惣田 英幸 B458＋ 6 〃 クビ 189．3�
35 ネイビーアッシュ 牝5青鹿 55

54 ☆岩田 望来吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：25．7クビ 50．1�
（14頭）

611 ミ ヤ ケ 牡4鹿 57 田中 勝春小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 486＋ 2 （競走除外）

12 コウソクスピード 牡3青鹿54 戸崎 圭太野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 99，351，900円 複勝： 140，333，300円 枠連： 44，786，200円
馬連： 195，215，300円 馬単： 94，801，700円 ワイド： 152，575，800円
3連複： 301，836，400円 3連単： 452，297，400円 計： 1，481，198，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（5－7） 240円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 240円 �� 310円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 3，130円

票 数

単勝票数 差引計 993519（返還計 9948） 的中 � 455452（1番人気）
複勝票数 差引計1403333（返還計 16313） 的中 � 538760（1番人気）� 178045（2番人気）� 132105（4番人気）
枠連票数 差引計 447862（返還計 723） 的中 （5－7） 139316（1番人気）
馬連票数 差引計1952153（返還計 48648） 的中 �� 345071（1番人気）
馬単票数 差引計 948017（返還計 23030） 的中 �� 119817（1番人気）
ワイド票数 差引計1525758（返還計 52003） 的中 �� 176687（1番人気）�� 125970（3番人気）�� 56976（6番人気）
3連複票数 差引計3018364（返還計162329） 的中 ��� 207803（1番人気）
3連単票数 差引計4522974（返還計215725） 的中 ��� 104708（2番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アキノスマート �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー 2020．2．16 東京1着

2017．4．3生 牡3鹿 母 アキノロマンス 母母 アニターズロマンス 3戦2勝 賞金 16，600，000円
〔出走取消〕 コウソクスピード号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔競走除外〕 ミヤケ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ブライティアランド号の騎手原優介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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 エムオーマックス号・ツインシップ号・ロダルキラー号

４レース目



（2東京3）第8日 6月28日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 184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

219，420，000円
3，020，000円
24，790，000円
1，580，000円
25，530，000円
77，146，000円
5，060，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
652，607，400円
926，473，400円
269，718，000円
1，373，188，400円
552，703，200円
1，021，308，900円
2，087，261，900円
2，356，680，000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 9，239，941，200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8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。



令和2年度 第3回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，434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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，981，830，000円
29，680，000円
180，950，000円
17，730，000円
234，430，000円
6，000，000円
608，576，000円
44，082，000円
13，766，400円

勝馬投票券売得金
7，168，132，800円
10，115，555，600円
2，598，071，400円
13，784，610，100円
6，346，196，700円
10，388，680，300円
21，487，939，800円
31，245，721，000円
2，049，987，000円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 105，184，894，700円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 3回東京競馬は，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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