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14025 6月12日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3東京3） 第3日 第1競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利

発走10時10分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：17．5良・良

45 シャンボールナイト �6青鹿60 石神 深一 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 466－ 43：24．5 2．6�

33 グランソヴァール 牡5芦 60 五十嵐雄祐広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 518－ 23：25．77 2．9�
22 レーヴドオルフェ 牡4栗 60 小野寺祐太平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 504－ 4 〃 クビ 17．3�
712 ベイビーステップ 牡7鹿 60 伴 啓太大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 496＋ 43：26．12� 17．2�
711 ハローマイディア 牡8黒鹿60 白浜 雄造飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 478＋ 63：26．73� 12．8�
813� セイウンクロクモ 牡4青鹿60 草野 太郎西山 茂行氏 中野 栄治 浦河 谷川牧場 488＋ 43：26．8クビ 15．0	
814 ドルチェリア �8鹿 60 高田 潤太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 512－ 43：27．65 5．2

57 アポロファントム 牡4鹿 60 金子 光希アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 452－ 43：27．8	 92．9�
11 テ ラ ン ガ 牡4青鹿60 西谷 誠寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 446± 03：28．33 38．7�
46 ダ ウ ラ ギ リ 牡4芦 60 高野 和馬 スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 498＋ 63：28．72� 147．8�
610� トーセンアイアン 牡5鹿 60 蓑島 靖典島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 530＋ 23：32．3大差 156．3�
34 � リワードアヴァロン �4黒鹿60 上野 翔宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 472－203：32．83 66．9�
69 � アイファーライオン 牡3栃栗58 大江原 圭中島 稔氏 的場 均 新ひだか 野表 篤夫 498＋143：47．6大差 92．6�
58 エ ウ ロ パ 牝4栗 58 鈴木 慶太 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 6 （競走中止） 128．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，623，900円 複勝： 20，771，400円 枠連： 9，258，100円
馬連： 36，083，700円 馬単： 18，711，300円 ワイド： 28，029，000円
3連複： 64，473，100円 3連単： 83，639，000円 計： 280，589，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 260円 枠 連（3－4） 380円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 180円 �� 430円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 4，780円

票 数

単勝票数 計 196239 的中 � 58628（1番人気）
複勝票数 計 207714 的中 � 53035（1番人気）� 50502（2番人気）� 13378（6番人気）
枠連票数 計 92581 的中 （3－4） 18583（1番人気）
馬連票数 計 360837 的中 �� 75597（1番人気）
馬単票数 計 187113 的中 �� 19316（2番人気）
ワイド票数 計 280290 的中 �� 48034（1番人気）�� 14885（4番人気）�� 9746（9番人気）
3連複票数 計 644731 的中 ��� 36043（4番人気）
3連単票数 計 836390 的中 ��� 12678（11番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 50．7－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャンボールナイト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．2．3 東京8着

2015．5．1生 �6青鹿 母 エルメスグリーン 母母 エルメスティアラ 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走状況〕 アイファーライオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

セイウンクロクモ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 エウロパ号は，4号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 カーブドシール号

14026 6月12日 晴 良 （3東京3） 第3日 第2競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 ラブリークイーン 牝3栗 54
53 ☆菅原 明良坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新冠 大狩部牧場 B456＋ 41：25．6 57．2�

612 ビリーヴインミー 牝3黒鹿54 北村 宏司�グランド牧場 萩原 清 新ひだか グランド牧場 476＋ 61：25．91� 3．9�
713 シ ル ミ ー ヌ 牝3黒鹿54 江田 照男市瀬 章氏 田中 剛 新冠 村上 欽哉 436－ 41：26．11� 38．0�
12 アルマセクメト 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 474＋ 6 〃 ハナ 48．1�

48 タイセイジェニー 牝3青鹿54 武藤 雅田中 成奉氏 池上 昌和 新冠 アラキフアーム 424－ 21：26．41� 11．1�
611 バクシンクイン 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子井上 久光氏 松永 康利 日高 サンバマウン
テンファーム 474± 01：26．72 81．4	

47 ナンノコレシキ 牝3黒鹿 54
51 ▲永野 猛蔵宮城 寛也氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 462± 01：27．23 2．4


11 キヒンシツノオンナ 牝3青鹿54 木幡 巧也前田 良平氏 勢司 和浩 新冠 大林ファーム 452－ 41：27．62� 226．6�
35 ビューティフルボム 牝3芦 54 吉田 豊西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 464＋ 41：27．7� 36．4�
36 ラスティングボンド 牝3黒鹿54 石川裕紀人 ロードホースクラブ 中舘 英二 新ひだか ケイアイファーム 436± 0 〃 クビ 39．6�
510 キタノサスピション 牝3芦 54 的場 勇人北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 442± 01：28．02 25．5�
815 ベネフィサンス 牝3鹿 54 丸山 元気ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B474－ 81：28．32 6．0�
24 ビギニングドリーム 牝3鹿 54 戸崎 圭太石川 佳弘氏 加藤士津八 新冠 村田牧場 B420－ 81：28．4クビ 7．1�
23 ビップコルベット 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 モリナガファーム 470＋101：29．03� 269．1�
714 オゲンキデスカ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 小野 次郎 新冠 中地 広大 486－121：30．06 181．2�
59 マローキャンディ 牝3栗 54 津村 明秀�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 430 ―1：32．4大差 101．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，130，600円 複勝： 46，588，500円 枠連： 9，723，900円
馬連： 53，505，800円 馬単： 26，671，400円 ワイド： 49，676，300円
3連複： 86，194，200円 3連単： 95，860，400円 計： 397，351，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，720円 複 勝 � 1，120円 � 180円 � 960円 枠 連（6－8） 1，160円

馬 連 �� 10，610円 馬 単 �� 20，490円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 13，600円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 88，670円 3 連 単 ��� 772，200円

票 数

単勝票数 計 291306 的中 � 4074（11番人気）
複勝票数 計 465885 的中 � 9112（11番人気）� 88972（2番人気）� 10729（9番人気）
枠連票数 計 97239 的中 （6－8） 6460（4番人気）
馬連票数 計 535058 的中 �� 3908（26番人気）
馬単票数 計 266714 的中 �� 976（50番人気）
ワイド票数 計 496763 的中 �� 4393（26番人気）�� 927（67番人気）�� 5981（18番人気）
3連複票数 計 861942 的中 ��� 729（145番人気）
3連単票数 計 958604 的中 ��� 90（1049番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．3―12．0―12．6―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．7―46．7―59．3―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリークイーン �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2020．7．12 福島3着

2018．3．14生 牝3栗 母 マリントウショウ 母母 シータトウショウ 9戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マローキャンディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月12日まで平地競

走に出走できない。
オゲンキデスカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月12日まで平地競
走に出走できない。

第３回 東京競馬 第３日



14027 6月12日 晴 良 （3東京3） 第3日 第3競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

24 オブデュモンド 牡3黒鹿56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 506－ 61：37．3 1．5�
816 エクセルローグ 牡3青鹿 56

55 ☆菅原 明良谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 462± 01：37．4クビ 5．6�
611 ロクネンニクミ 牡3栗 56 内田 博幸藤本 彰氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム B504－ 61：39．2大差 45．8�
48 シュプールロイヤル 牡3黒鹿56 北村 宏司 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：39．3� 59．2�
35 � ニルアドミラリ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁�ノースヒルズ 和田正一郎 米 Scott Dil-
worth 562 ― 〃 クビ 110．0	

714 サムライスピアー 牡3栗 56 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 B440－ 61：39．4クビ 12．0

612 ビヨンドザシーン 牡3黒鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 452－ 2 〃 クビ 23．3�
12 � エリーテソーロ 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米 Clarkland

Farm LLC B494－ 2 〃 クビ 13．3�
59 マサカウマザンマイ 牡3鹿 56 野中悠太郎鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム B474－ 21：39．5� 26．7
815 デンジャーマン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行石瀬 浩三氏 青木 孝文 日高 白瀬 盛雄 430－ 61：39．81� 305．5�
510 カドカラハジマル 牡3栗 56

53 ▲原 優介芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 430＋ 41：39．9� 34．5�
713 フ レ ー ゲ ル 牡3鹿 56 津村 明秀内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 新冠 石田牧場 476＋ 21：40．11� 14．8�
36 スターダストプレス 牡3栗 56 宮崎 北斗西森 功氏 伊坂 重信 浦河 北俣 牧夫 B472＋ 41：40．73� 436．4�
11 ネ オ ア ビ ー 牝3青鹿54 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新冠 岩見牧場 450＋ 21：41．12� 176．4�
47 コスモスケアヘッド 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 棚川 光男 470－ 61：41．31� 18．8�
23 キタノイブラン 	3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 タニグチ牧場 472－101：41．61� 386．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，717，300円 複勝： 208，692，300円 枠連： 12，192，800円
馬連： 54，257，900円 馬単： 38，801，300円 ワイド： 62，517，900円
3連複： 96，742，300円 3連単： 144，845，000円 計： 657，766，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 470円 枠 連（2－8） 480円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 270円 �� 670円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 8，800円

票 数

単勝票数 計 397173 的中 � 198662（1番人気）
複勝票数 計2086923 的中 � 1631607（1番人気）� 91633（2番人気）� 22820（10番人気）
枠連票数 計 121928 的中 （2－8） 19318（1番人気）
馬連票数 計 542579 的中 �� 77077（1番人気）
馬単票数 計 388013 的中 �� 43620（1番人気）
ワイド票数 計 625179 的中 �� 67731（1番人気）�� 22978（8番人気）�� 5955（28番人気）
3連複票数 計 967423 的中 ��� 17858（13番人気）
3連単票数 計1448450 的中 ��� 11928（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．6―47．8―1：00．3―1：12．5―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オブデュモンド �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．6．14 東京11着

2018．2．5生 牡3黒鹿 母 クイーンオブトロイ 母母 Warrior Queen 8戦1勝 賞金 11，680，000円
〔3走成績による出走制限〕 デンジャーマン号・スターダストプレス号・キタノイブラン号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和3年8月12日まで平地競走に出走できない。

14028 6月12日 晴 良 （3東京3） 第3日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時45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
1：56．1
1：56．1

良
良

713 マイネルマーティン 牡3栗 56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 486± 02：00．1 6．3�

815 シゲルシャイン 牡3鹿 56 木幡 巧也森中 蕃氏 松山 将樹 平取 坂東牧場 462＋ 2 〃 アタマ 6．7�
12 ク オ ン タ ム 牝3芦 54

51 ▲永野 猛蔵�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 442＋ 42：00．2クビ 8．6�
47 ダノンマデイラ 牡3黒鹿56 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 クビ 27．0�
510 フォクシーレディ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 442± 02：00．3クビ 7．4	
23 ブラウシュヴァルツ 牡3青 56

55 ☆菅原 明良 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 494＋ 62：00．51� 6．4

816 ギ ン ノ サ ジ 牝3青鹿54 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 462＋102：00．71� 216．0�
612 マイネルレガシー 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 日高 日高大洋牧場 460－ 42：00．8クビ 4．2�
48 フィニステラ 牡3栗 56 M．デムーロ �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 476＋ 22：00．9� 7．8
35 セイウンブリスク 牡3黒鹿56 津村 明秀西山 茂行氏 手塚 貴久 新ひだか 中田 英樹 526－ 42：01．0クビ 31．8�
36 ケ ル ト 牡3栗 56 武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム B458－ 22：01．21� 24．1�
59 イモータルソウル 牡3鹿 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 畠山 吉宏 新ひだか 桜井牧場 488＋142：01．3� 40．9�
714 エミーブリッツ 牝3栗 54 原田 和真今井 優氏 小桧山 悟 日高 クリアファーム 422＋102：01．51 268．7�
24 アスクローンウルフ 牡3黒鹿56 内田 博幸廣崎利洋HD� 田村 康仁 平取 清水牧場 460－ 82：01．82 276．4�
611 ショウナンパワフル 牡3黒鹿56 野中悠太郎国本 哲秀氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 516＋ 42：05．0大差 47．8�
11 スマイルパワー 牡3芦 56

55 ☆富田 暁馬目 卓氏 辻 哲英 浦河 辻 牧場 412－16 （競走中止） 127．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，535，800円 複勝： 55，352，000円 枠連： 10，783，500円
馬連： 65，774，500円 馬単： 24，897，500円 ワイド： 58，176，400円
3連複： 101，462，500円 3連単： 98，963，800円 計： 453，946，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 180円 � 210円 枠 連（7－8） 1，490円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 430円 �� 750円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 17，130円

票 数

単勝票数 計 385358 的中 � 48771（2番人気）
複勝票数 計 553520 的中 � 76025（3番人気）� 85961（1番人気）� 64062（4番人気）
枠連票数 計 107835 的中 （7－8） 5602（3番人気）
馬連票数 計 657745 的中 �� 36040（2番人気）
馬単票数 計 248975 的中 �� 5368（8番人気）
ワイド票数 計 581764 的中 �� 36569（2番人気）�� 19027（9番人気）�� 24920（4番人気）
3連複票数 計1014625 的中 ��� 23863（4番人気）
3連単票数 計 989638 的中 ��� 4188（23番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．4―12．3―12．3―12．0―11．6―11．3―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．7―49．0―1：01．3―1：13．3―1：24．9―1：36．2―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

マイネルマーティン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．9．27 中山10着

2018．5．3生 牡3栗 母 マイネヒメル 母母 コスモチェーロ 11戦1勝 賞金 10，690，000円
〔競走中止〕 スマイルパワー号は，競走中に疾病〔左第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔3走成績による出走制限〕 セイウンブリスク号・ケルト号・アスクローンウルフ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月

12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） 3頭 クラウンゼロ号・ベルベデール号・ライラテソーロ号



14029 6月12日 晴 良 （3東京3） 第3日 第5競走 1，400�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
1：20．8
1：20．1

良
良

611 ハイアムズビーチ 牝2白 54 北村 宏司 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 482 ―1：22．2 4．5�
12 ハギノモーリス 牡2鹿 54 藤懸 貴志日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468 ―1：22．3� 2．6�
47 ベルウッドブラボー 牡2鹿 54 M．デムーロ鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 チェスナット

ファーム 464 ―1：22．41 11．1�
714 キーチズカンパニー 牡2鹿 54 武士沢友治山本 益臣氏 小手川 準 平取 北島牧場 480 ―1：22．5� 61．6�
715 ラズベリームース 牝2鹿 54 C．ルメール 保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 482 ―1：22．71� 3．4�
23 ベガスバケーション 牝2黒鹿54 石橋 脩 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 422 ― 〃 ハナ 34．0	
713 ク ル ル 牡2鹿 54 武藤 雅
ORTEGA 大江原 哲 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 486 ―1：22．8� 33．0�

24 シーズアクイーン 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 430 ―1：22．9クビ 201．5�
818 アンサングヒーロー 牡2鹿 54 原田 和真 �コスモヴューファーム 水野 貴広 むかわ 上水牧場 456 ― 〃 ハナ 137．9
816 キチロクハニー 牝2青鹿54 石川裕紀人山本 正美氏 藤原 辰雄 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 456 ―1：23．0� 50．7�
510 ビレッジシングル 牡2鹿 54 丸山 元気村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 元道牧場 450 ―1：23．42 100．8�
612 ストロングフォース 牡2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新冠 竹中牧場 460 ―1：23．61� 90．7�
11 キョウコウトッパ 牝2黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 460 ―1：23．7� 53．9�
35 テンクウハン 牡2栗 54 木幡 巧也横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 高橋 義浩 456 ―1：23．8� 59．2�
59 サンマルソムニア 牝2鹿 54 江田 照男相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 450 ―1：23．9� 101．0�
36 トーセンコップ 牡2栗 54

53 ☆菅原 明良島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 466 ―1：24．11� 31．1�

48 エスティメート 牡2栗 54
51 ▲永野 猛蔵�ミルファーム 的場 均 浦河 猿橋 義昭 440 ― 〃 クビ 146．7�

817 ヨンセンハッセン 牝2鹿 54 内田 博幸由井健太郎氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 458 ―1：24．63 145．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 60，493，700円 複勝： 53，383，100円 枠連： 12，771，200円
馬連： 63，221，600円 馬単： 31，078，100円 ワイド： 54，442，000円
3連複： 99，007，900円 3連単： 113，710，400円 計： 488，108，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 120円 � 210円 枠 連（1－6） 570円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 310円 �� 740円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 604937 的中 � 110335（3番人気）
複勝票数 計 533831 的中 � 76540（3番人気）� 141714（1番人気）� 51690（4番人気）
枠連票数 計 127712 的中 （1－6） 17190（2番人気）
馬連票数 計 632216 的中 �� 86161（2番人気）
馬単票数 計 310781 的中 �� 18627（6番人気）
ワイド票数 計 544420 的中 �� 49898（3番人気）�� 17682（6番人気）�� 21131（5番人気）
3連複票数 計 990079 的中 ��� 35009（4番人気）
3連単票数 計1137104 的中 ��� 9470（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．8―46．5―58．1―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイアムズビーチ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．1．21生 牝2白 母 ユ キ チ ャ ン 母母 シラユキヒメ 1戦1勝 賞金 7，000，000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 イモータルフェイム号

14030 6月12日 晴 良 （3東京3） 第3日 第6競走 2，100�3歳未勝利
発走13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
2：06．7
2：05．9

良
良

510 アポロミラクル 牡3黒鹿56 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 478－ 82：13．3 3．0�
35 ディヴァインゲート 牡3鹿 56 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 472－ 22：13．83 2．6�
24 ソウシュラリクリ 牡3黒鹿56 C．ルメール 村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 454＋ 22：14．75 5．2�
48 ウエイトジャッジ 牡3黒鹿56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 528－102：14．91 22．1�
23 アルディートクライ 牡3芦 56

55 ☆菅原 明良中塚 孝明氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B466－ 6 〃 アタマ 6．3�
59 シャドウモノリス 牡3黒鹿56 三浦 皇成飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B484± 02：15．0� 36．8�
12 ファステストシチー 牡3芦 56 内田 博幸 	友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 462＋ 42：15．32 67．2

47 シュアーウィナー 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁久保 博文氏 安田 隆行 浦河 宮内牧場 470± 02：15．4アタマ 263．3�
714 ジュエルケイヴ 牝3栗 54 田辺 裕信水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 444－ 6 〃 クビ 37．6�
815 ト ラ キ チ 牡3栗 56

55 ☆木幡 育也大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 ヒダカフアーム 522＋ 42：15．93 28．3
713 スマイルチェンジ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵石瀬 浩三氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 454－ 82：16．22 78．9�
11 ホワイトハウス �3芦 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B436± 02：16．94 215．6�
612 シゲルサンヨ 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 大林ファーム 468－102：17．0� 371．0�
36 クープドゥフランス 牡3青鹿56 木幡 巧也渡邊 隆氏 土田 稔 白老 習志野牧場 478± 02：17．1クビ 68．0�
816 イッツライフ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 446－ 22：17．31� 349．7�
611 ピースワンヴィヨレ 牡3鹿 56 丸田 恭介長谷川成利氏 大竹 正博 日高 中前牧場 484－ 82：18．15 276．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，124，600円 複勝： 53，666，600円 枠連： 12，843，100円
馬連： 59，086，400円 馬単： 28，577，700円 ワイド： 51，488，800円
3連複： 96，341，700円 3連単： 110，683，800円 計： 450，812，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（3－5） 370円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 180円 �� 340円 �� 260円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 2，510円

票 数

単勝票数 計 381246 的中 � 100790（2番人気）
複勝票数 計 536666 的中 � 87588（2番人気）� 157854（1番人気）� 81676（3番人気）
枠連票数 計 128431 的中 （3－5） 26837（2番人気）
馬連票数 計 590864 的中 �� 127846（1番人気）
馬単票数 計 285777 的中 �� 28207（2番人気）
ワイド票数 計 514888 的中 �� 85145（1番人気）�� 33434（4番人気）�� 47950（2番人気）
3連複票数 計 963417 的中 ��� 123308（1番人気）
3連単票数 計1106838 的中 ��� 31915（2番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―13．2―13．2―13．1―12．9―12．5―12．4―12．5―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．2―31．4―44．6―57．7―1：10．6―1：23．1―1：35．5―1：48．0―2：00．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

アポロミラクル �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．8．16 新潟6着

2018．3．30生 牡3黒鹿 母 コペノイコロ 母母 コペルティーナ 11戦1勝 賞金 15，170，000円



14031 6月12日 晴 良 （3東京3） 第3日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）

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

79 アリエノール 牝3鹿 52 石川裕紀人村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 430＋ 41：36．3 3．1�
55 フィナールショコラ 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 430－ 41：37．04 16．2�
56 マイコレット 牝3芦 52 柴田 善臣伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 4 〃 ハナ 19．4�
811 ヴァシリエフスキー 牝3鹿 52 武藤 雅 �サンデーレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 4．5�
812 パ ラ ノ イ ド 牝3鹿 52 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 464－ 41：37．31� 4．0�
44 ケイツーマルカ 牝3鹿 52 横山 典弘楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 488－ 41：37．5� 7．1	
33 ミ カ ン サ ン 牝3鹿 52

49 ▲永野 猛蔵是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468＋ 4 〃 アタマ 9．1

710 ズ ー ル ー 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子椎名 節氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 476＋ 21：37．81� 16．4�
22 ペイシャオウユー 牝3栗 52 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 456± 01：38．12 71．1�
68 � リネンフリー 牝4黒鹿55 野中悠太郎戸山 光男氏 南田美知雄 青森 ワールドファーム 456－ 41：38．2クビ 103．2
67 チェスナットロール 牝4栗 55

54 ☆菅原 明良田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 456＋ 41：38．51� 92．3�
11 デルマガーネット 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 460－101：41．9大差 273．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 46，709，200円 複勝： 62，168，100円 枠連： 13，979，000円
馬連： 69，778，800円 馬単： 31，103，300円 ワイド： 61，044，900円
3連複： 109，271，600円 3連単： 134，221，400円 計： 528，276，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 330円 � 380円 枠 連（5－7） 1，290円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，070円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 12，810円 3 連 単 ��� 38，900円

票 数

単勝票数 計 467092 的中 � 120447（1番人気）
複勝票数 計 621681 的中 � 118296（2番人気）� 43701（7番人気）� 36812（8番人気）
枠連票数 計 139790 的中 （5－7） 8369（8番人気）
馬連票数 計 697788 的中 �� 22177（10番人気）
馬単票数 計 311033 的中 �� 5749（16番人気）
ワイド票数 計 610449 的中 �� 14920（13番人気）�� 14811（14番人気）�� 6518（27番人気）
3連複票数 計1092716 的中 ��� 6395（44番人気）
3連単票数 計1342214 的中 ��� 2501（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．1―46．9―59．1―1：11．4―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アリエノール �
�
父 Nyquist �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2020．11．21 東京12着

2018．1．26生 牝3鹿 母 ランドオーバーシー 母母 Belle Watling 3戦2勝 賞金 12，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマガーネット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月12日まで平地競

走に出走できない。

14032 6月12日 晴 良 （3東京3） 第3日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走14時05分 （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
1：30．5
1：30．3

良
良

23 � ゴールデンシロップ 牡3黒鹿54 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Hall of
Fame Stud 528－ 41：33．3 2．7�

814� バニシングポイント 牡3芦 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Whisper Hill
Farm, LLC 492－ 81：33．4	 4．3�

713 トライフォーリアル 
4栗 57 木幡 巧也 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B492－ 21：33．5� 14．2�
34 タイキスウォード 牡4栗 57 M．デムーロ�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 466－ 21：34．03 5．3�
815 カガジャスティス 牡4鹿 57 江田 照男香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 520＋ 21：34．1クビ 55．6�
47 ド ラ ミ モ ン 牡3栗 54

52 ◇藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 444＋ 2 〃 アタマ 81．5	
35 サンズオブタイム 牡3黒鹿54 内田 博幸ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 41：34．2	 24．2

611 ジ ャ ッ キ ー 牡7栗 57

54 ▲小林 脩斗本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 B492＋ 4 〃 クビ 77．1�
610 コスモスタック 牡4黒鹿 57

54 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 470＋ 61：34．3クビ 24．2�
22 トーセンインパルス 牡3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良島川 哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 480± 0 〃 ハナ 30．3�
46 スズノムサシ 牡5青鹿57 石川裕紀人小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 470＋ 41：34．4	 148．6�
11 セラフィナイト 牡3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：34．5	 5．3�
58 コンソレーション 牡3青 54 武藤 雅伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476－ 81：34．71� 76．8�
59 パ ル デ ン ス 牡3鹿 54

51 ▲原 優介山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 490＋ 21：34．8クビ 25．0�
712� ユウヒノプリンス 
4栗 57 岩部 純二坂田 行夫氏 天間 昭一 日高 新井 昭二 474－ 41：34．9� 261．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，397，500円 複勝： 82，453，600円 枠連： 13，781，300円
馬連： 87，918，900円 馬単： 35，816，200円 ワイド： 75，412，100円
3連複： 130，475，600円 3連単： 153，763，400円 計： 625，018，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 160円 � 280円 枠 連（2－8） 560円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 330円 �� 580円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 453975 的中 � 130235（1番人気）
複勝票数 計 824536 的中 � 258338（1番人気）� 124362（3番人気）� 50800（5番人気）
枠連票数 計 137813 的中 （2－8） 18784（1番人気）
馬連票数 計 879189 的中 �� 109242（1番人気）
馬単票数 計 358162 的中 �� 22255（3番人気）
ワイド票数 計 754121 的中 �� 64851（3番人気）�� 32279（6番人気）�� 20146（11番人気）
3連複票数 計1304756 的中 ��� 39924（6番人気）
3連単票数 計1537634 的中 ��� 14072（16番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．0―12．1―11．6―11．1―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．6―47．7―59．3―1：10．4―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．0
3 10，15（9，12，3，13）（4，14）8（1，7，6，11）（2，5） 4 10，15，3（9，12，13）（4，8，14）（1，6）（2，7，11）5

勝馬の
紹 介

�ゴールデンシロップ �
�
父 Havana Gold �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2020．10．18 東京4着

2018．2．26生 牡3黒鹿 母 Muscovado 母母 Only Royale 5戦2勝 賞金 16，700，000円



14033 6月12日 晴 良 （3東京3） 第3日 第9競走 ��1，600�
あ し の こ

芦 ノ 湖 特 別
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （芝・左）

3歳以上，2勝クラス；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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

66 ラインハイト 牡4黒鹿57 C．ルメール �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 476± 01：33．6 3．0�
88 スイートセント 牝5鹿 55 菅原 明良 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 アタマ 11．8�
77 メ ッ シ ー ナ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：33．7アタマ 7．7�
33 ショーヒデキラ 牡5鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 490± 01：34．02 3．9�
55 ブラックジェイド 牡7黒鹿57 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 新ひだか タイヘイ牧場 B538－ 8 〃 クビ 24．7	
89 ウィスパリンホープ 牝4鹿 55 横山 典弘�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 496－ 41：34．1クビ 3．9

44 メイショウカミシマ 牡7黒鹿57 柴田 善臣松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 466－ 21：34．2� 27．4�
11 エメラルスター 牡7黒鹿57 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 470± 01：34．41� 84．1�
22 リメンバーメモリー 牡4鹿 57 三浦 皇成前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 474± 01：34．5� 9．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 45，761，900円 複勝： 60，222，000円 枠連： 10，358，800円
馬連： 82，624，700円 馬単： 36，223，700円 ワイド： 57，889，300円
3連複： 104，452，300円 3連単： 173，008，700円 計： 570，541，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 260円 � 210円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 730円 �� 460円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 18，970円

票 数

単勝票数 計 457619 的中 � 119378（1番人気）
複勝票数 計 602220 的中 � 132541（1番人気）� 50290（6番人気）� 67422（4番人気）
枠連票数 計 103588 的中 （6－8） 18643（1番人気）
馬連票数 計 826247 的中 �� 26022（11番人気）
馬単票数 計 362237 的中 �� 7548（16番人気）
ワイド票数 計 578893 的中 �� 20223（11番人気）�� 34445（5番人気）�� 12563（15番人気）
3連複票数 計1044523 的中 ��� 17772（17番人気）
3連単票数 計1730087 的中 ��� 6612（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．8―47．5―59．2―1：10．4―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインハイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2019．9．15 阪神3着

2017．4．9生 牡4黒鹿 母 ピューリティー 母母 Pariana 12戦3勝 賞金 48，131，000円

14034 6月12日 晴 良 （3東京3） 第3日 第10競走 ��1，400�
み う ら

三 浦 特 別
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス；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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 プ リ マ ジ ア 牡4鹿 57 田辺 裕信藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 460± 01：25．1 6．0�
23 リュクスウォリアー 牡4鹿 57 藤懸 貴志田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 B512＋ 8 〃 ハナ 7．7�
48 ク ロ ッ チ �4黒鹿57 菅原 明良 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 462＋ 81：25．2クビ 15．9�
815 レジリエンスブルー 牡4黒鹿57 武藤 雅 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 466－ 2 〃 クビ 9．9�
36 フジノタカネ 牡5芦 57 石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B522＋ 41：25．3クビ 4．7�
713 ヴァクストゥーム 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ローレルレーシング 吉田 直弘 浦河 谷川牧場 470＋ 2 〃 ハナ 4．2	
35 カシノブレンド �5芦 57 嘉藤 貴行柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 460＋101：25．51� 210．2

612 カ イ ア ワ セ 牝4栗 55 戸崎 圭太内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 450＋ 41：25．71� 5．7�
816 インウィクトス 牡4鹿 57 原 優介加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 470－ 61：25．8� 25．4�
59 ド ゥ リ ト ル 牡6黒鹿57 野中悠太郎大林 一彦氏 村山 明 洞	湖 レイクヴィラファーム 492＋ 21：25．9� 126．7
611 バーンパッション 牡4黒鹿57 津村 明秀岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 480± 01：26．0
 35．1�
47 ゼヒニオヨバズ �5黒鹿57 江田 照男サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 518± 0 〃 クビ 66．2�
714 ロークアルルージュ 牡5芦 57 柴田 善臣尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞	湖 レイクヴィラファーム B566－ 41：26．21� 68．5�
11 � スズノフブキ �7鹿 57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B490＋ 41：26．3� 102．3�
510 オメガドーヴィル 牝5青鹿55 木幡 巧也原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 406－ 41：26．51� 24．8�
24 � ケイティディライト 牝4鹿 55 永野 猛蔵瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 454－ 61：27．03 117．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，587，700円 複勝： 79，559，500円 枠連： 21，753，000円
馬連： 124，513，600円 馬単： 44，498，300円 ワイド： 96，752，800円
3連複： 198，263，700円 3連単： 208，246，300円 計： 827，174，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 260円 � 470円 枠 連（1－2） 2，620円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，620円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 13，290円 3 連 単 ��� 68，930円

票 数

単勝票数 計 535877 的中 � 71145（4番人気）
複勝票数 計 795595 的中 � 111032（3番人気）� 81049（5番人気）� 38465（7番人気）
枠連票数 計 217530 的中 （1－2） 6416（13番人気）
馬連票数 計1245136 的中 �� 39045（10番人気）
馬単票数 計 444983 的中 �� 6620（19番人気）
ワイド票数 計 967528 的中 �� 30939（10番人気）�� 15196（18番人気）�� 12093（25番人気）
3連複票数 計1982637 的中 ��� 11185（47番人気）
3連単票数 計2082463 的中 ��� 2190（229番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―36．1―49．0―1：01．2―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ リ マ ジ ア �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．9．1 新潟5着

2017．1．15生 牡4鹿 母 オートキュイジーヌ 母母 メヤディーニ 16戦3勝 賞金 42，612，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サンキーウエスト号・ドラセナ号・ピナクルズ号・ミツカネプリンス号
（非抽選馬） 4頭 イワネコゴシキ号・インペリアルエア号・ピースユニヴァース号・ヨンク号

追 加 記 事（第 3回東京競馬第 2日第 7競走）
〔その他〕　　ヒロノブシドウ号は，競走中に疾病〔左第1指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



14035 6月12日 晴 良 （3東京3） 第3日 第11競走 ��2，400�ジューンステークス
発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，2．6．13以降3．6．6まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝
利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

811 シルヴァーソニック 牡5芦 56 C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452－ 42：24．6 2．8�
78 アンティシペイト 牡4鹿 57 三浦 皇成�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム B496± 02：24．7クビ 4．1�
44 レティキュール 牝5鹿 52 菅原 明良 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：24．81 11．9�
810 マイネルミュトス 牡5青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 42：25．65 25．5�
22 エクセレントミスズ 牡8鹿 51 内田 博幸永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 468＋ 42：25．7� 118．6	
11 コトブキテティス 牝4黒鹿52 柴田 善臣尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 432± 0 〃 ハナ 6．6

66 キタサンバルカン 牡5鹿 55 横山 典弘�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 434－ 82：26．01� 20．6�
55 ネプチュナイト 牡6黒鹿55 石橋 脩吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 494－ 22：26．21� 7．5�
33 � ヒーリングマインド 	5鹿 54 富田 暁ゴドルフィン 四位 洋文 愛 Godolphin 462－12 〃 ハナ 51．7
67 メロディーレーン 牝5鹿 54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 346＋ 42：26．73 10．0�
79 ワンダーコノシュア 牡5黒鹿54 木幡 巧也山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 504＋ 4 （競走中止） 14．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 108，234，000円 複勝： 134，075，500円 枠連： 42，188，800円
馬連： 283，235，400円 馬単： 107，202，500円 ワイド： 188，083，900円
3連複： 444，086，500円 3連単： 606，977，900円 計： 1，914，084，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 240円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 260円 �� 550円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 計1082340 的中 � 308950（1番人気）
複勝票数 計1340755 的中 � 317061（1番人気）� 266709（2番人気）� 107813（5番人気）
枠連票数 計 421888 的中 （7－8） 77936（1番人気）
馬連票数 計2832354 的中 �� 409469（1番人気）
馬単票数 計1072025 的中 �� 87290（1番人気）
ワイド票数 計1880839 的中 �� 210075（1番人気）�� 82358（6番人気）�� 52853（12番人気）
3連複票数 計4440865 的中 ��� 176267（3番人気）
3連単票数 計6069779 的中 ��� 65133（7番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．6―12．4―12．3―12．4―12．0―11．8―11．9―11．1―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．7―37．3―49．7―1：02．0―1：14．4―1：26．4―1：38．2―1：50．1―2：01．2―2：12．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーソニック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2019．1．20 京都2着

2016．3．22生 牡5芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 14戦4勝 賞金 76，155，000円
〔競走中止〕 ワンダーコノシュア号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

14036 6月12日 晴 良 （3東京3） 第3日 第12競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （ダート・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
1：21．5
1：20．3

重
不良

35 フ ク ウ ン 牡3黒鹿54 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 456－ 21：25．1 3．8�
23 キ ミ ワ テ ル 牡3栗 54 武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 494± 01：25．2クビ 4．1�
816� セイオーキッド 牡4栗 57 北村 宏司金田 成基氏 浅野洋一郎 新ひだか 三石橋本牧場 512－ 31：25．3� 24．5�
611� フレンドアリス 牝6栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 B462－ 21：25．4アタマ 48．9�
47 イサチルプリンス 牡3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 476－241：25．5� 9．5�
714� ウインジョイフル 牡4青鹿 57

54 ▲永野 猛蔵庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 502± 01：25．6� 6．2�
12 トミケンレゲンダ 牡4鹿 57 石橋 脩富樫アキ子氏 大和田 成 新冠 村上牧場 470＋ 41：25．81 14．2	
815 フラワリングナイト 牝4青鹿55 戸崎 圭太
レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 432－ 6 〃 アタマ 18．5�
612 トーセンニック 牡3栗 54 江田 照男島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－ 21：26．01� 9．4
48 � フライオールデイズ 牡6黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 500＋ 41：26．21� 103．8�
510 エピックガール 牝5鹿 55 丸山 元気合同会社雅苑興業 宮田 敬介 浦河 三嶋牧場 442－ 21：26．51� 8．8�
59 � フォーキャスト 牡4鹿 57 吉田 豊村野 康司氏 戸田 博文 日高 下河辺牧場 538－ 31：26．6� 63．0�
24 � ルレーヴドゥリリ 牝4黒鹿55 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 B490± 0 〃 クビ 235．0�
11 � リネンコジーン 牡6芦 57 野中悠太郎戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 484－ 21：27．45 98．1�
36 � コパノアダムス 牡5鹿 57 柴田 大知小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 502＋ 21：28．14 173．6�
713 ジュンダイハード 牝3芦 52 木幡 巧也河合 純二氏 中舘 英二 新冠 川上牧場 450－ 8 〃 アタマ 29．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，590，100円 複勝： 120，645，500円 枠連： 34，939，200円
馬連： 183，647，600円 馬単： 66，499，900円 ワイド： 160，657，800円
3連複： 308，386，900円 3連単： 336，863，200円 計： 1，294，230，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 160円 � 540円 枠 連（2－3） 670円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，540円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 9，500円 3 連 単 ��� 33，390円

票 数

単勝票数 計 825901 的中 � 171771（1番人気）
複勝票数 計1206455 的中 � 231593（1番人気）� 222774（2番人気）� 40591（9番人気）
枠連票数 計 349392 的中 （2－3） 40277（1番人気）
馬連票数 計1836476 的中 �� 200496（1番人気）
馬単票数 計 664999 的中 �� 43279（1番人気）
ワイド票数 計1606578 的中 �� 135150（1番人気）�� 15129（30番人気）�� 13383（31番人気）
3連複票数 計3083869 的中 ��� 24333（29番人気）
3連単票数 計3368632 的中 ��� 7314（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．7―48．3―1：00．4―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ク ウ ン �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2020．7．11 福島5着

2018．3．26生 牡3黒鹿 母 オペラガール 母母 ワルツダンサー 7戦2勝 賞金 19，270，000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） 1頭 ノーリス号
（非抽選馬） 2頭 ガッツィーソート号・トランペットシェル号



（3東京3）第3日 6月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

202，110，000円
8，210，000円
19，030，000円
1，120，000円
22，360，000円
74，058，500円
5，638，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
607，906，300円
977，578，100円
204，572，700円
1，163，648，900円
490，081，200円
944，171，200円
1，839，158，300円
2，260，783，300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 8，487，900，000円

総入場人員 4，455名 （有料入場人員 4，321名）
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