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14037 6月13日 晴 良 （3東京3） 第4日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

58 ブロードマリー 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 426－ 41：38．6 16．2�
59 グ ラ ス ピ レ 牝3芦 54

51 ▲永野 猛蔵 �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 456－ 41：38．7� 2．3�

814 キ ュ ン 牝3黒鹿54 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 460± 01：38．91 3．6�
815 アルバトリア 牝3鹿 54

51 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 426－ 61：39．11� 137．3�
47 ロジディープ 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 秋田牧場 440－ 61：39．42 57．9	
34 ルージュブラン 牝3芦 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 454＋ 21：39．82� 17．6

712 サトミノヒカリ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子田代 洋己氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 454＋ 91：39．9� 82．3�

610 ヤギリエール 牝3鹿 54 野中悠太郎内田ヤエ子氏 小西 一男 新ひだか 桑嶋 峰雄 448－ 61：40．11� 28．9�
23 モモエチャン 牝3芦 54 柴田 大知 �リトルブルーファーム 和田 雄二 清水 リトルブルーファーム 444－ 21：40．31� 26．5
611 ウインジュノー 牝3栗 54 戸崎 圭太�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 518＋ 4 〃 クビ 4．4�
46 ココリカレドニアン 牝3栗 54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか タガミファーム 416＋ 41：40．72 129．4�
35 タッカーハート 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良小松崎 孝氏 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 446± 01：41．02 20．7�
11 ウエスタンプラチナ 牝3栗 54 田中 勝春西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 444－ 2 〃 クビ 76．5�
22 スマイルヴィヴァン 牝3鹿 54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 436－ 71：42．17 43．8�
713 ピックアペタル 牝3黒鹿54 江田 照男北原 摩留氏 伊藤 伸一 新ひだか 今 牧場 466＋ 61：42．31� 261．2�
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売 得 金
単勝： 29，815，400円 複勝： 47，957，700円 枠連： 13，506，800円
馬連： 63，326，400円 馬単： 28，928，100円 ワイド： 59，563，400円
3連複： 107，564，700円 3連単： 117，543，600円 計： 468，206，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 270円 � 110円 � 130円 枠 連（5－5） 1，740円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 520円 �� 770円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 17，020円

票 数

単勝票数 計 298154 的中 � 14716（4番人気）
複勝票数 計 479577 的中 � 28579（4番人気）� 143277（1番人気）� 95371（2番人気）
枠連票数 計 135068 的中 （5－5） 6007（7番人気）
馬連票数 計 633264 的中 �� 30325（4番人気）
馬単票数 計 289281 的中 �� 4348（13番人気）
ワイド票数 計 595634 的中 �� 26528（4番人気）�� 16816（8番人気）�� 97344（1番人気）
3連複票数 計1075647 的中 ��� 50622（2番人気）
3連単票数 計1175436 的中 ��� 5005（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．3―48．1―1：00．7―1：13．0―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブロードマリー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Fasliyev デビュー 2020．8．2 新潟16着

2018．2．28生 牝3鹿 母 マ ザ イ 母母 Moonlady 6戦1勝 賞金 6，380，000円

14038 6月13日 曇 良 （3東京3） 第4日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10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
1：21．5
1：20．3

重
不良

510� タ ピ テ ー ル 牝3芦 54 C．ルメール 吉田 千津氏 黒岩 陽一 米 Teruya
Yoshida 498－ 21：25．4 2．5�

35 アポログランツ 牡3栗 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 488－ 6 〃 クビ 3．5�
714 トミケンカラバティ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 436－ 21：25．61 12．8�
48 ジ ョ ッ ト 牡3鹿 56 三浦 皇成海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 41：26．02� 11．2�
11 � デイトンテソーロ 牝3栗 54 岩田 望来了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Woods Edge
Farm, LLC 502＋ 61：26．31� 26．2�

23 トペコンヒーロ 牡3栗 56
53 ▲永野 猛蔵細川智恵子氏 勢司 和浩 新ひだか 藤巻 則弘 478± 01：26．4アタマ 58．8	

816 ナムラトキオ 牡3青鹿56 石橋 脩奈村 睦弘氏 大和田 成 日高 ナカノファーム 470＋101：26．72 36．8

47 モ ン チ 牡3栗 56 北村 宏司北所 直人氏 松山 将樹 新ひだか 三石川上牧場 464± 01：26．91 15．2�
611� キトゥンズルンバ 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 千津氏 杉浦 宏昭 米

Frederick M. Allor,
Kenneth L. Ramsey
& Sarah K. Ramsey

B458－ 41：27．0� 62．2�
59 カラドボルグ 牡3栗 56 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 沖田牧場 472－ 2 〃 アタマ 271．3
12 ラインスプラッシュ 牡3黒鹿56 武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 21：27．21� 4．8�
24 アルドゥマン 牡3栗 56 柴田 大知上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 430＋ 41：27．3クビ 46．3�
36 ドリームウィーバー 牡3黒鹿56 石川裕紀人グリーンスウォード小笠 倫弘 新ひだか 中橋 正 B466± 01：27．4� 152．7�
612 スパイラルライズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 470－ 81：28．14 100．3�
815 デルマヒテン 牝3黒鹿54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 千歳 社台ファーム 452＋101：30．8大差 589．4�
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713 ラ ン プ ロ ス 牡3栗 56 江田 照男�ノースヒルズ 和田正一郎 新ひだか 久井牧場 550＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，586，000円 複勝： 59，627，400円 枠連： 12，913，200円
馬連： 67，876，200円 馬単： 29，731，200円 ワイド： 64，590，700円
3連複： 112，771，300円 3連単： 123，160，600円 計： 506，256，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 140円 � 260円 枠 連（3－5） 460円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 220円 �� 620円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 差引計 355860（返還計 1102） 的中 � 111494（1番人気）
複勝票数 差引計 596274（返還計 2842） 的中 � 148186（1番人気）� 113093（2番人気）� 41894（6番人気）
枠連票数 差引計 129132（返還計 129） 的中 （3－5） 21744（1番人気）
馬連票数 差引計 678762（返還計 4032） 的中 �� 114652（1番人気）
馬単票数 差引計 297312（返還計 1866） 的中 �� 28766（1番人気）
ワイド票数 差引計 645907（返還計 5548） 的中 �� 87212（1番人気）�� 24201（7番人気）�� 20304（9番人気）
3連複票数 差引計1127713（返還計 12996） 的中 ��� 50978（3番人気）
3連単票数 差引計1231606（返還計 12961） 的中 ��� 17971（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．0―12．1―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．3―47．3―59．4―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タ ピ テ ー ル �
�
父 Tapit �

�
母父 After Market デビュー 2020．10．10 東京4着

2018．1．28生 牝3芦 母 Lady of Fifty 母母 K. D.’s Shady Lady 7戦1勝 賞金 12，340，000円
〔競走除外〕 ランプロス号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 デルマヒテン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 カラドボルグ号の騎手嘉藤貴行は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 デルマヒテン号は，令和3年6月14日から令和3年7月4日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマヒテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月13日まで平地競走

に出走できない。

第３回 東京競馬 第４日



14039 6月13日 曇 良 （3東京3） 第4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

35 アルマドラード 牡3黒鹿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 514± 01：38．4 3．3�
48 ロードレイライン 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 464± 01：38．61� 14．8�
12 ズールウォリアー 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 41：38．7� 23．3�
11 フジマサインパクト 牡3鹿 56 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 426－ 61：38．8� 62．9�
714 ショウナンカホウ 牡3鹿 56 川田 将雅国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 548＋ 6 〃 クビ 2．6	
816 クリーンドリーム 牡3芦 56 武 豊石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 476－ 41：38．9� 17．7

510 グランドアルナイル 牡3栗 56 丸田 恭介田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 476＋ 61：39．0アタマ 89．6�
815 デュークアックス 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 482 ―1：39．21� 12．4�
23 スミソニアン 牡3黒鹿56 内田 博幸中西 純穂氏 久保田貴士 日高 豊洋牧場 B434－ 61：39．3� 5．6
47 ブレーヴトライ 牡3芦 56 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋ 2 〃 ハナ 12．2�
59 アナザーヴィータ 牡3栗 56 柴田 大知 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム B478－ 61：39．62 57．3�
24 テンペスタース 牡3鹿 56 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 454－ 41：40．45 138．2�
611 コヨキチセブン 牡3栗 56

53 ▲原 優介折井 祐介氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 560± 01：41．03� 327．5�
713 ステイホームバブル 牡3栗 56 江田 照男飯田 正剛氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 B478－ 4 〃 アタマ 266．0�
36 シーピーエフペット �3黒鹿56 木幡 初也新井原 博氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 424＋ 21：42．710 277．8�
612 レイダンジチ 牡3黒鹿56 木幡 巧也金山 克己氏 斎藤 誠 新ひだか 田上 徹 538＋ 61：47．6大差 469．9�
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売 得 金
単勝： 44，704，500円 複勝： 56，043，600円 枠連： 13，634，100円
馬連： 66，786，000円 馬単： 30，702，500円 ワイド： 65，679，600円
3連複： 110，006，400円 3連単： 123，859，000円 計： 511，415，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 370円 � 420円 枠 連（3－4） 1，360円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，330円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 21，330円 3 連 単 ��� 68，860円

票 数

単勝票数 計 447045 的中 � 106404（2番人気）
複勝票数 計 560436 的中 � 97541（2番人気）� 35312（5番人気）� 30557（7番人気）
枠連票数 計 136341 的中 （3－4） 7745（6番人気）
馬連票数 計 667860 的中 �� 17877（12番人気）
馬単票数 計 307025 的中 �� 4764（16番人気）
ワイド票数 計 656796 的中 �� 14231（13番人気）�� 12859（15番人気）�� 5528（26番人気）
3連複票数 計1100064 的中 ��� 3867（55番人気）
3連単票数 計1238590 的中 ��� 1304（196番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．3―12．7―12．5―12．5―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．9―48．6―1：01．1―1：13．6―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマドラード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．11 東京4着

2018．2．5生 牡3黒鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイダンジチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月13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〕 ステイホームバブル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月13日まで平地競走に出走

できない。

14040 6月13日 曇 良 （3東京3） 第4日 第4競走 1，400�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
1：19．4
1：19．0

良
良

713 スマートワン 牡3青鹿56 戸崎 圭太橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 464－ 41：21．8 2．3�
24 ノーブルパレス 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良吉木 伸彦氏 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 454－ 41：21．9� 7．2�
816 ディープステイト 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462＋ 21：22．01 47．3�

35 マントゥノン 牝3黒鹿54 嶋田 純次志村 鑑彦氏 尾形 和幸 浦河 大北牧場 B452＋ 61：22．1� 524．6�
12 フ ィ エ ゾ ン 牝3青 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 438± 01：22．2� 12．4�
818 ドルフィンクエスト 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 462＋ 2 〃 クビ 5．7	
714 ショウナンナビ 牝3栗 54 浜中 俊国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 天羽牧場 512＋101：22．51� 5．2

47 ラビオンアスール 牡3青 56 柴田 大知�アスール 伊藤 大士 新ひだか 石川 栄一 426± 01：22．6クビ 515．4�
510 ユイノダンディズム 牡3鹿 56 石川裕紀人由井健太郎氏 竹内 正洋 青森 諏訪牧場 466－ 4 〃 クビ 23．5
611 デルマニョイリン 牝3鹿 54 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 460＋ 61：22．81� 66．8�
11 ミスアクエリアス 牝3青鹿54 丸田 恭介田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 446－ 6 〃 アタマ 164．9�
612 ザフールーショー 牡3黒鹿56 江田 照男廣崎 智子氏 久保田貴士 平取 株式会社

ASK STUD B460＋ 2 〃 アタマ 313．4�
715 タンキエットゥ 牝3芦 54

51 ▲原 優介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 原 弘之 496－ 41：22．9クビ 27．8�
23 ウエスタンアミーゴ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 404＋ 21：23．42� 59．4�
817 スズアンジー 牝3鹿 54 吉田 豊森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 450＋161：23．82� 20．1�
48 アオイフェリーチェ 牝3黒鹿54 武藤 雅鈴木 照雄氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 444± 01：23．9� 352．7�
36 デルマヒジリ 牝3青 54 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500± 01：24．0� 62．6�
59 ミッキーワクチン 牡3鹿 56 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 492－ 21：24．63� 26．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，394，900円 複勝： 68，038，200円 枠連： 16，866，100円
馬連： 77，709，800円 馬単： 31，688，300円 ワイド： 70，721，100円
3連複： 128，033，200円 3連単： 136，974，400円 計： 570，426，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 210円 � 910円 枠 連（2－7） 610円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，770円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 9，830円 3 連 単 ��� 27，080円

票 数

単勝票数 計 403949 的中 � 134863（1番人気）
複勝票数 計 680382 的中 � 193745（1番人気）� 76193（4番人気）� 12741（10番人気）
枠連票数 計 168661 的中 （2－7） 21194（3番人気）
馬連票数 計 777098 的中 �� 59186（3番人気）
馬単票数 計 316883 的中 �� 13210（5番人気）
ワイド票数 計 707211 的中 �� 38025（3番人気）�� 9960（17番人気）�� 5779（31番人気）
3連複票数 計1280332 的中 ��� 9761（27番人気）
3連単票数 計1369744 的中 ��� 3667（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．2―46．0―57．7―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートワン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．8．16 新潟2着

2018．3．16生 牡3青鹿 母 ラブアクチュアリー 母母 ワイドウインダム 10戦1勝 賞金 14，480，000円
〔発走状況〕 ウエスタンアミーゴ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ドルフィンクエスト号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ウエスタンアミーゴ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニシノリコリス号



14041 6月13日 曇 良 （3東京3） 第4日 第5競走 ��1，800�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
1：44．5
1：44．5

良
良

66 ヴァーンフリート 牡2黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 512 ―1：50．9 2．3�
88 グランシエロ 牡2鹿 54 三浦 皇成フィールドレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 512 ―1：51．0クビ 6．6�
11 アンビション 牡2鹿 54 岩田 望来近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 538 ―1：51．42� 4．5�
22 � フィフティシェビー 牡2鹿 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米

Three Chimneys
Farm, LLC & Whis-
per Hill Farm, LLC

492 ―1：51．93 3．5�
77 ビレッジライナー 牡2鹿 54 石川裕紀人村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 468 ― 〃 クビ 51．5�
55 ブレットフライ 牡2青 54 岩部 純二	マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 486 ―1：52．11� 35．9

44 ダンディチョウサン 牡2栗 54 江田 照男	チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 444 ―1：52．74 55．9�
33 ア ニ ー ジ ョ 牡2栗 54 戸崎 圭太 	ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 500 ―1：53．44 25．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 70，985，400円 複勝： 49，237，800円 枠連： 発売なし
馬連： 66，091，200円 馬単： 37，456，500円 ワイド： 42，527，500円
3連複： 76，922，500円 3連単： 170，593，000円 計： 513，813，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 190円 �� 170円 �� 250円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，900円

票 数

単勝票数 計 709854 的中 � 257083（1番人気）
複勝票数 計 492378 的中 � 211934（1番人気）� 63813（4番人気）� 74234（2番人気）
馬連票数 計 660912 的中 �� 100661（3番人気）
馬単票数 計 374565 的中 �� 38395（3番人気）
ワイド票数 計 425275 的中 �� 58121（3番人気）�� 71083（1番人気）�� 37404（4番人気）
3連複票数 計 769225 的中 ��� 155525（1番人気）
3連単票数 計1705930 的中 ��� 64754（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―25．9―38．7―51．5―1：04．2―1：16．6―1：28．0―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ヴァーンフリート 
�
父 リオンディーズ 

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2019．2．18生 牡2黒鹿 母 ロスヴァイセ 母母 ヴァイスハイト 1戦1勝 賞金 7，000，000円

14042 6月13日 曇 良 （3東京3） 第4日 第6競走 1，600�3歳未勝利
発走13時05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
1：30．5
1：30．3

良
良

714 トーセンメラニー 牝3黒鹿54 武 豊島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 462＋ 21：33．6 3．3�

48 ロジモーリス 牝3鹿 54 三浦 皇成久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－101：33．81� 10．7�
47 サンフローリス 牝3栗 54 嶋田 純次桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 430－ 21：33．9� 9．8�
36 エンブレムコード 牝3青鹿54 田辺 裕信山口功一郎氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 450－ 41：34．11� 2．5�
611 フ ル フ ィ ル 牝3鹿 54 岩田 望来大塚 亮一氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 458＋ 61：34．2� 30．6�
35 エレフセリア 牝3黒鹿54 M．デムーロ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 41：34．3� 42．3

816 ウエスタンエポナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太西川 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426± 01：34．62 12．8�
818 エイメイカカン 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 424－101：34．7� 235．7�

713 サツキティアラ 牝3鹿 54
51 ▲永野 猛蔵 	グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ

アーム 456＋ 21：34．8� 71．3
715 ソレンニータ 牝3鹿 54 石川裕紀人 	ロードホースクラブ 木村 哲也 新ひだか ケイアイファーム 430＋ 41：34．9� 152．8�
24 ハ ナ ノ ミ チ 牝3鹿 54 杉原 誠人丸岡 啓一氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 442－ 21：35．11� 271．3�
510 バ ク ラ ヴ ァ 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 436－ 8 〃 ハナ 7．4�
12 ヒットアロット 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 61：36．05 357．4�
11 マオノジーナス 牝3青鹿54 木幡 巧也湯浅 健司氏 黒岩 陽一 日高 長谷川牧場 444－ 21：36．21� 17．8�
59 カーラミーア 牝3黒鹿54 武士沢友治 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 432－ 61：36．94 228．9�
817 ヤマニンオドラント 牝3栗 54 野中悠太郎土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 492＋161：37．22 176．8�
23 タ キ オ ン 牝3青 54 嘉藤 貴行芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 山口 幸雄 428＋ 4 〃 ハナ 524．3�
612 ラベンダーテソーロ 牝3鹿 54 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス	 和田 雄二 新ひだか 高橋 義浩 422＋ 61：37．83� 502．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，523，800円 複勝： 70，727，600円 枠連： 18，289，600円
馬連： 76，815，700円 馬単： 32，152，900円 ワイド： 71，360，600円
3連複： 120，342，100円 3連単： 134，181，200円 計： 567，393，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 260円 � 220円 枠 連（4－7） 870円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 580円 �� 550円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 15，250円

票 数

単勝票数 計 435238 的中 � 103015（2番人気）
複勝票数 計 707276 的中 � 159933（2番人気）� 59032（5番人気）� 73740（4番人気）
枠連票数 計 182896 的中 （4－7） 16155（3番人気）
馬連票数 計 768157 的中 �� 34894（7番人気）
馬単票数 計 321529 的中 �� 10180（8番人気）
ワイド票数 計 713606 的中 �� 32160（7番人気）�� 33924（6番人気）�� 14758（14番人気）
3連複票数 計1203421 的中 ��� 22383（11番人気）
3連単票数 計1341812 的中 ��� 6376（41番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．0―11．5―12．0―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．3―45．8―57．8―1：09．7―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンメラニー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sultry Song デビュー 2020．8．9 新潟3着

2018．4．17生 牝3黒鹿 母 エラドゥーラ 母母 Sichana 11戦1勝 賞金 17，990，000円
〔制裁〕 エレフセリア号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
〔その他〕 ラベンダーテソーロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ラベンダーテソーロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年7月13日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 タキオン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月13日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 グラヴィル号・ショウナンカリプソ号・ヒカルマドンナ号



14043 6月13日 曇 良 （3東京3） 第4日 第7競走 ��2，100�3歳以上1勝クラス
発走13時35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
2：06．7
2：05．9

良
良

24 ラヴォラーレ 牡3鹿 54
51 ▲原 優介 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 514＋ 62：13．0 7．8�

510 ニシノソワレ 牡3鹿 54 岩部 純二西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 484＋ 6 〃 ハナ 13．2�
12 オンザライン 牡3青鹿54 川田 将雅久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 446－ 22：13．21� 2．4�
612 リズムオブザナイト 牡3鹿 54 内田 博幸吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B476－ 52：13．62� 76．1�
713 アシェットデセール 牡4青鹿57 M．デムーロ �キャロットファーム 小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 4 〃 ハナ 24．3	
36 カフェキング 牡4黒鹿57 C．ルメール 西川 光一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B482＋ 62：13．81 8．1

59 � ヒューミリティ 牡4栗 57

54 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 464＋ 62：13．9� 69．4�
611 トップリーチ 牡4黒鹿57 三浦 皇成紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 460＋ 2 〃 クビ 44．2�
815 グリームエース 牡3鹿 54

53 ☆菅原 明良柳内 光子氏 久保田貴士 新ひだか 片岡 博 478＋ 82：14．0� 28．8
11 グッドリドゥンス 牡4栗 57 柴田 善臣林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 484＋ 2 〃 ハナ 30．2�
23 フィールザワールド 牡3鹿 54 大野 拓弥櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 462± 0 〃 ハナ 18．1�
35 エルセンブルグ 牡4芦 57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－182：14．32 47．1�
714� ナスノコウラン 牡5鹿 57 江田 照男�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 518－ 42：14．72 93．9�
816 スキルショット 牡4鹿 57 戸崎 圭太横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 490－ 2 〃 クビ 19．0�
48 エターナルボンド 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B514－ 42：14．91 5．4�
47 ヴォーグマチネ 牡3鹿 54 木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 新冠 坂元 芳春 B476－ 2 〃 アタマ 38．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，426，800円 複勝： 75，482，100円 枠連： 17，157，400円
馬連： 94，183，900円 馬単： 37，101，900円 ワイド： 81，586，700円
3連複： 146，205，500円 3連単： 155，663，400円 計： 654，807，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 200円 � 310円 � 130円 枠 連（2－5） 2，540円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 430円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 35，890円

票 数

単勝票数 計 474268 的中 � 48402（3番人気）
複勝票数 計 754821 的中 � 92475（3番人気）� 48349（5番人気）� 192631（1番人気）
枠連票数 計 171574 的中 （2－5） 5229（11番人気）
馬連票数 計 941839 的中 �� 15731（16番人気）
馬単票数 計 371019 的中 �� 3726（24番人気）
ワイド票数 計 815867 的中 �� 15758（14番人気）�� 50986（2番人気）�� 42196（3番人気）
3連複票数 計1462055 的中 ��� 35645（5番人気）
3連単票数 計1556634 的中 ��� 3144（88番人気）

ハロンタイム 7．0―11．9―12．6―12．5―12．8―13．0―13．4―12．9―12．0―12．1―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．9―31．5―44．0―56．8―1：09．8―1：23．2―1：36．1―1：48．1―2：00．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラヴォラーレ �
�
父 オールステイ �

�
母父 フォーティナイナーズサン デビュー 2020．11．1 福島14着

2018．3．11生 牡3鹿 母 ピアノコンクール 母母 ピアノレッスン 5戦2勝 賞金 14，700，000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 アナザークイーン号

14044 6月13日 曇 良 （3東京3） 第4日 第8競走 ��2，000�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
1：56．1
1：56．1

良
良

44 グランオフィシエ 牡3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 460± 01：59．0 1．9�
22 ガ ン ダ ル フ 牡3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 3．7�
77 マイネルヒッツェ 牡3芦 54 M．デムーロ �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 460± 01：59．31� 14．4�
89 シテフローラル 牡3鹿 54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 438± 01：59．61� 3．8�
66 � ニシノトランザム �6鹿 57 岩田 望来西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

486＋ 21：59．91� 97．8	
11 ホウオウサンデー 牡3鹿 54 武 豊小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：00．0� 21．2

810 カナリキケン 牝3栗 52 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 488＋ 62：00．31� 16．6�
78 ワカミヤクオーレ 牡3鹿 54 内田 博幸芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 488－ 42：00．61� 142．1�
33 スペースシップ 牡4芦 57

54 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 松永 康利 平取 北島牧場 480＋ 62：00．92 146．6
55 	 ユーアーマイソウル 牡4鹿 57 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 480－182：02．07 340．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 57，351，100円 複勝： 111，676，200円 枠連： 12，851，500円
馬連： 78，433，600円 馬単： 48，442，100円 ワイド： 54，285，200円
3連複： 105，978，500円 3連単： 236，192，400円 計： 705，210，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 190円 枠 連（2－4） 260円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 180円 �� 380円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 2，390円

票 数

単勝票数 計 573511 的中 � 238868（1番人気）
複勝票数 計1116762 的中 � 718246（1番人気）� 102388（3番人気）� 57340（4番人気）
枠連票数 計 128515 的中 （2－4） 37496（1番人気）
馬連票数 計 784336 的中 �� 193442（2番人気）
馬単票数 計 484421 的中 �� 70372（2番人気）
ワイド票数 計 542852 的中 �� 94622（2番人気）�� 32740（4番人気）�� 26025（7番人気）
3連複票数 計1059785 的中 ��� 75705（4番人気）
3連単票数 計2361924 的中 ��� 71424（7番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．0―11．8―12．1―12．1―11．9―10．9―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．0―37．0―48．8―1：00．9―1：13．0―1：24．9―1：35．8―1：47．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

グランオフィシエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．1．24 中山4着

2018．4．17生 牡3鹿 母 マーブルカテドラル 母母 ヘルスウォール 4戦2勝 賞金 15，600，000円



14045 6月13日 曇 良 （3東京3） 第4日 第9競走 ��
��2，100�

は ち お う じ

八 王 子 特 別
発走14時35分 （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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

816 リキサンダイオー 牡8黒鹿57 菊沢 一樹 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 468＋ 22：10．8 333．5�
510 ペルセウスシチー 牡4黒鹿57 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B470± 02：11．11� 6．0�
12 ヴェラアズール 牡4青 57 C．ルメール �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 42：11．42 15．7�
713 ゴールデンライオン 牡5鹿 57 石川裕紀人石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 514± 02：11．5	 19．1�
36 キ ス ラ ー 牡5青鹿57 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 478－ 42：11．6	 3．4	
35 ト ラ モ ン ト 牡4栗 57 川田 将雅 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 526－ 4 〃 クビ 3．9

24 アポロティアモ 牡4栗 57 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 502＋ 42：11．7クビ 8．6�
612 キタサンヴィクター 牡6鹿 57 浜中 俊�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 514－10 〃 クビ 44．3�
815 フリーフロー 牡4栗 57 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 470－ 62：11．8� 102．0
11 インナーアリュール 牡4鹿 57 田辺 裕信平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 486± 02：11．9アタマ 16．3�
48 ダルムシュタット 
4鹿 57 江田 照男村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 464± 02：13．28 88．7�
47 レッドエンヴィー 牡5鹿 57 菅原 明良 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム B496－ 62：13．51� 39．7�
714 ナックジーニアス 牡4栗 57 田中 勝春小松 欣也氏 宗像 義忠 新冠 守矢牧場 516－ 22：14．13	 81．9�
611 ロ ン グ ラ ン 牡3鹿 54 大野 拓弥梅澤 明氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 484± 02：15．05 7．3�
23 ユ メ ノ サ キ 
6栗 57 木幡 巧也山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B534－ 22：15．42	 84．2�
59 サトノゴールド 
4芦 57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 462－ 62：15．71� 55．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，325，300円 複勝： 89，704，000円 枠連： 23，592，000円
馬連： 126，838，200円 馬単： 46，080，200円 ワイド： 99，544，900円
3連複： 193，832，600円 3連単： 210，618，300円 計： 848，535，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 33，350円 複 勝 � 6，610円 � 260円 � 530円 枠 連（5－8） 17，410円

馬 連 �� 130，020円 馬 単 �� 379，780円

ワ イ ド �� 32，810円 �� 53，570円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 356，300円 3 連 単 ��� 2，827，740円

票 数

単勝票数 計 583253 的中 � 1399（16番人気）
複勝票数 計 897040 的中 � 3037（16番人気）� 105958（3番人気）� 43525（7番人気）
枠連票数 計 235920 的中 （5－8） 1050（26番人気）
馬連票数 計1268382 的中 �� 756（94番人気）
馬単票数 計 460802 的中 �� 91（204番人気）
ワイド票数 計 995449 的中 �� 773（101番人気）�� 473（111番人気）�� 14752（19番人気）
3連複票数 計1938326 的中 ��� 408（344番人気）
3連単票数 計2106183 的中 ��� 54（2190番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―12．8―12．9―12．2―12．5―12．5―12．2―12．2―12．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．5―31．3―44．2―56．4―1：08．9―1：21．4―1：33．6―1：45．8―1：58．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リキサンダイオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．3．12 中山2着

2013．4．26生 牡8黒鹿 母 リキサンピュアティ 母母 プリンセスリーベ 31戦4勝 賞金 57，795，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 アバオアクー号・ウェイヴァリー号・カフェプリンス号・グレートバローズ号・コバルトブルー号・ディスカバー号・

テイストオブハニー号・トウカイオルデン号・ヒミノブルー号・フーズサイド号・ユウゲン号

14046 6月13日 雨 良 （3東京3） 第4日 第10競走 ��1，600�
げ し

夏至ステークス
発走15時10分 （ダート・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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

59 � スマッシングハーツ 牡5鹿 56 M．デムーロ前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506± 01：37．5 2．8�

11 ハギノリュクス 牝4黒鹿54 川田 将雅日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474＋32 〃 クビ 6．9�

816 ダノングリスター �5鹿 54 菊沢 一樹�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B494＋ 61：37．71 47．7�
35 カフェスペランツァ 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 508－ 41：37．91� 12．2�
714 ゼノヴァース 牡4鹿 55 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 462＋ 41：38．11� 10．9�
23 トラストロン 牝6黒鹿53 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 460＋101：38．2� 45．6	
24 バンブトンハート 牝5青鹿54 柴田 大知樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 498± 0 〃 クビ 13．0

611 エースレイジング 牡4黒鹿54 永野 猛蔵三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 41：38．3クビ 13．5�
48 デュアライズ 牡5黒鹿55 横山 典弘高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 446－ 61：38．4	 4．9�
47 アーバンイェーガー 牡7黒鹿55 三浦 皇成村木 克成氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 516＋ 21：38．5クビ 53．5
713 フォースオブウィル 牡4栗 55 柴田 善臣柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 454－ 21：38．71� 23．8�
12 アテナノワール 牝4黒鹿52 江田 照男諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 488－ 21：38．81 30．5�
612 ホウオウライジン 牡5栗 54 北村 宏司小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492－ 6 〃 ハナ 23．7�
510 マッスルビーチ 牡5黒鹿55 戸崎 圭太岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 21：38．9� 52．2�
815 ヴィジョンオブラヴ 牡6青鹿54 浜中 俊大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 504－ 61：39．11� 103．7�
36 アドマイヤスコール 牡5鹿 55 武 豊近藤 旬子氏 加藤 征弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 488＋ 61：39．63 50．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，589，900円 複勝： 115，177，500円 枠連： 33，703，300円
馬連： 191，364，200円 馬単： 62，919，100円 ワイド： 137，886，700円
3連複： 294，358，600円 3連単： 305，851，600円 計： 1，220，850，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 210円 � 860円 枠 連（1－5） 1，130円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 630円 �� 2，180円 �� 6，150円

3 連 複 ��� 28，310円 3 連 単 ��� 97，120円

票 数

単勝票数 計 795899 的中 � 224491（1番人気）
複勝票数 計1151775 的中 � 256844（1番人気）� 143778（3番人気）� 24620（12番人気）
枠連票数 計 337033 的中 （1－5） 22943（3番人気）
馬連票数 計1913642 的中 �� 130352（2番人気）
馬単票数 計 629191 的中 �� 25452（2番人気）
ワイド票数 計1378867 的中 �� 60071（2番人気）�� 15879（29番人気）�� 5518（64番人気）
3連複票数 計2943586 的中 ��� 7796（103番人気）
3連単票数 計3058516 的中 ��� 2283（303番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．0―48．9―1：01．8―1：13．7―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F35．7
3 16（1，13）（5，14）（3，6，11）（8，7，12，9）（4，10）（2，15） 4 16，1（5，13）（14，6）3（7，11，9）（8，12）（4，15，10）2

勝馬の
紹 介

�スマッシングハーツ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ゼネラリスト

2016．4．25生 牡5鹿 母 プリティメイズ 母母 ハートリープス 14戦3勝 賞金 49，454，000円
初出走 JRA

２レース目



14047 6月13日 曇 良 （3東京3） 第4日 第11競走 ��
��1，800�第38回エプソムカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・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3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎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）

エプソム競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

715 ザ ダ ル 牡5栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 504＋121：45．1 6．8�
713 サトノフラッグ 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496－ 21：45．2クビ 11．8�
47 ファルコニア 牡4鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 460＋ 41：45．41	 6．5�
23 ヴェロックス 牡5鹿 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 クビ 14．3�
818 アトミックフォース 牡5鹿 56 武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 480－ 21：45．5クビ 49．7	
36 ヒュミドール 
5鹿 56 吉田 豊�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 462－121：45．6� 31．6

817 アドマイヤビルゴ 牡4鹿 56 岩田 望来近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋12 〃 ハナ 13．2�
510 ワンダープチュック 牡7黒鹿56 田辺 裕信山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 504＋ 41：45．7� 128．5�
59 ヤ シ ャ マ ル 牡4黒鹿56 木幡 巧也高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 508＋ 21：45．8� 11．3
48 アルジャンナ 牡4鹿 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 41：46．43� 3．9�
12 マイラプソディ 牡4青鹿56 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：46．5クビ 25．1�
714 ガロアクリーク 牡4鹿 56 野中悠太郎水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 510＋10 〃 クビ 34．7�
11 プレシャスブルー 牡7鹿 56 柴田 善臣石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 442＋ 61：46．6クビ 170．3�
816 シ ュ リ 牡5黒鹿57 M．デムーロ前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 41：46．7� 7．6�
612 ミラアイトーン 牡7青鹿56 菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 554－ 2 〃 クビ 56．4�
35  エアアルマス 牡6鹿 58 三浦 皇成 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

488＋ 61：46．9� 54．0�
24 セダブリランテス 牡7鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518± 01：47．0� 14．5�
611 ニシノデイジー 牡5鹿 56 江田 照男西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 B486± 0 〃 クビ 92．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 346，343，900円 複勝： 430，256，100円 枠連： 213，506，400円 馬連： 971，102，300円 馬単： 333，396，400円
ワイド： 726，586，000円 3連複： 2，025，660，600円 3連単： 2，230，015，500円 5重勝： 750，840，300円 計： 8，027，707，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 280円 � 380円 � 220円 枠 連（7－7） 3，550円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 11，170円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 1，160円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 13，090円 3 連 単 ��� 84，860円

5 重 勝
対象競走：中京10R／東京10R／札幌11R／中京11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 2，795，680円

票 数

単勝票数 計3463439 的中 � 404265（3番人気）
複勝票数 計4302561 的中 � 396539（3番人気）� 265401（6番人気）� 579169（2番人気）
枠連票数 計2135064 的中 （7－7） 46525（13番人気）
馬連票数 計9711023 的中 �� 123150（20番人気）
馬単票数 計3333964 的中 �� 22368（39番人気）
ワイド票数 計7265860 的中 �� 92202（21番人気）�� 163688（9番人気）�� 126796（13番人気）
3連複票数 計20256606 的中 ��� 116055（36番人気）
3連単票数 計22300155 的中 ��� 19052（245番人気）
5重勝票数 計7508403 的中 ����� 188

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．3―47．0―58．8―1：10．2―1：21．3―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

ザ ダ ル �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2019．1．12 中山1着

2016．2．12生 牡5栗 母 シ ー ザ シ ー 母母 Magic Broad 10戦5勝 賞金 126，383，000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 フランツ号

14048 6月13日 曇 良 （3東京3） 第4日 第12競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

33 アラビアンナイト 牝3青鹿52 戸崎 圭太 Him Rock Racing
ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 440＋ 61：33．6 2．9�

44 テンハッピーローズ 牝3栗 52 三浦 皇成天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 434＋ 41：33．7クビ 4．0�
810 アドマイヤチャチャ 牝4青 55

53 ◇藤田菜七子近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B450－ 41：33．91� 36．9�
55 リュクスフレンド 牝3鹿 52 浜中 俊田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 456－ 41：34．11� 4．9�
66 サイレントスウープ 牝4黒鹿55 川田 将雅ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B462－ 21：34．31� 4．1�
78 ヴィースバーデン 牝4鹿 55 岩田 望来 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 428－ 21：34．41 34．8	
89 ペルラネーラ 牝4青鹿 55

54 ☆菅原 明良 
サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 440－ 81：34．5� 13．1�
77 リーディングパート 牝4鹿 55 菊沢 一樹 
キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 438± 01：35．02� 15．0�
11 アンチエイジング 牝3鹿 52

49 ▲原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 442－ 6 〃 クビ 120．7
22 � トーホウロゼ 牝4黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社
吉田ファーム 456－ 81：35．1� 56．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 128，394，500円 複勝： 124，630，200円 枠連： 33，971，900円
馬連： 212，066，800円 馬単： 109，918，300円 ワイド： 162，031，600円
3連複： 315，069，800円 3連単： 629，672，900円 計： 1，715，756，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 160円 � 550円 枠 連（3－4） 470円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，310円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 13，260円

票 数

単勝票数 計1283945 的中 � 349672（1番人気）
複勝票数 計1246302 的中 � 336102（1番人気）� 215272（2番人気）� 36680（8番人気）
枠連票数 計 339719 的中 （3－4） 55670（1番人気）
馬連票数 計2120668 的中 �� 367196（1番人気）
馬単票数 計1099183 的中 �� 106563（1番人気）
ワイド票数 計1620316 的中 �� 232521（1番人気）�� 28014（15番人気）�� 21207（19番人気）
3連複票数 計3150698 的中 ��� 53476（15番人気）
3連単票数 計6296729 的中 ��� 34403（42番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．2―11．5―11．9―11．2―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．2―46．7―58．6―1：09．8―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 10，7，6（3，8）（4，5）（1，9）2 4 10，7，6（3，8）5（4，9）（1，2）

勝馬の
紹 介

アラビアンナイト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．9．19 中山3着

2018．4．14生 牝3青鹿 母 デトロイトカフェ 母母 キャメロンガール 7戦2勝 賞金 28，024，000円

５レース目



（3東京3）第4日 6月13日（日曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

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

245，400，000円
21，080，000円
1，910，000円
29，300，000円
75，884，500円
5，146，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
982，441，500円
1，298，558，400円
409，992，300円
2，092，594，300円
828，517，500円
1，636，364，000円
3，736，745，800円
4，574，325，900円
750，840，300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
5 重 勝
計 16，310，380，000円

総入場人員 4，617名 （有料入場人員 4，324名）
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