
14049 6月19日 雨 稍重 （3東京3） 第5日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時10分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

88 コムストックロード 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 21：22．1 5．6�
55 ハッピープリベイル 牡2鹿 54 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 468＋ 61：22．31� 9．7�
22 ジェイケイボス 牡2鹿 54 田辺 裕信小谷野次郎氏 鈴木慎太郎 新冠 村上 欽哉 446－ 21：22．4� 4．1�
66 ボルタドマール 牡2鹿 54 丸山 元気今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 512＋ 4 〃 クビ 96．5�
11 サトノストロング 牡2黒鹿54 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460－ 81：22．71� 1．8	
44 イ グ ザ ル ト 牡2黒鹿54 M．デムーロ青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 476－ 21：22．8アタマ 19．0

33 � ケルンコンサート 牡2芦 54

53 ☆菅原 明良風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond
Farm Inc. 454± 01：23．12 68．5�

77 ベアグッジョブ 牡2鹿 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 478＋ 81：23．52� 21．7�
89 ポルタフォルトゥナ 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 430± 01：23．82 102．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 46，402，100円 複勝： 68，170，300円 枠連： 7，275，400円
馬連： 53，821，200円 馬単： 34，659，200円 ワイド： 47，162，800円
3連複： 78，190，200円 3連単： 152，107，800円 計： 487，789，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 250円 � 180円 枠 連（5－8） 2，000円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 500円 �� 320円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 13，040円

票 数

単勝票数 計 464021 的中 � 70032（3番人気）
複勝票数 計 681703 的中 � 83166（3番人気）� 63927（4番人気）� 108682（2番人気）
枠連票数 計 72754 的中 （5－8） 2809（7番人気）
馬連票数 計 538212 的中 �� 23174（8番人気）
馬単票数 計 346592 的中 �� 7350（12番人気）
ワイド票数 計 471628 的中 �� 23037（6番人気）�� 39885（4番人気）�� 24790（5番人気）
3連複票数 計 781902 的中 ��� 25685（8番人気）
3連単票数 計1521078 的中 ��� 8453（40番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．1―11．9―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．8―47．7―59．1―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コムストックロード �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Diesis デビュー 2021．6．6 東京4着

2019．3．20生 牝2鹿 母 ニシノムーンライト 母母 リメンバーミッドナイト 2戦1勝 賞金 6，200，000円

14050 6月19日 雨 重 （3東京3） 第5日 第2競走 1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

711 パ ノ テ ィ ア 牡3黒鹿56 三浦 皇成野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518－ 61：37．8 4．6�

45 ハローマイキー 牡3鹿 56 丸山 元気小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 アタマ 9．9�
68 ターニングアップ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 中本 隆志 458＋ 21：37．91 2．3�
22 セバスチャン �3鹿 56

55 ☆菅原 明良平田 修氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 458－ 61：38．11� 12．5�
710 マイネルダグラス 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 500± 01：38．31 6．2	
813 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 480－ 81：38．41 23．6

69 アミラルレジェンド 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B508± 01：38．71� 6．8�
56 ランペロニキ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�リーヴァ 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 528－ 21：39．33� 29．8�
33 シルクハット 牡3鹿 56 木幡 巧也岡 浩二氏 的場 均 浦河 一珍棒牧場 462± 0 〃 クビ 152．1
57 ラストコジーン 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗矢野 雅子氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 500＋ 21：39．4� 97．2�
44 ブラウオリゾン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介ディアレストクラブ� 勢司 和浩 浦河 ディアレスト
クラブ 530－121：39．71� 269．9�

11 ビービーモノローグ 牡3鹿 56 吉田 豊�坂東牧場 高柳 瑞樹 日高 高山 博 450－ 21：40．23 54．7�
812 サクラプロモーター 牡3栗 56 北村 宏司�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 B434－ 41：40．52 130．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，139，500円 複勝： 56，115，100円 枠連： 13，592，600円
馬連： 57，932，600円 馬単： 28，881，800円 ワイド： 53，389，500円
3連複： 90，873，700円 3連単： 108，174，300円 計： 448，099，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 130円 � 250円 � 120円 枠 連（4－7） 1，720円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 860円 �� 210円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 16，100円

票 数

単勝票数 計 391395 的中 � 67432（2番人気）
複勝票数 計 561151 的中 � 121512（2番人気）� 39494（6番人気）� 147098（1番人気）
枠連票数 計 135926 的中 （4－7） 6120（7番人気）
馬連票数 計 579326 的中 �� 16005（10番人気）
馬単票数 計 288818 的中 �� 4391（19番人気）
ワイド票数 計 533895 的中 �� 13935（11番人気）�� 78545（1番人気）�� 19145（8番人気）
3連複票数 計 908737 的中 ��� 36309（5番人気）
3連単票数 計1081743 的中 ��� 4869（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―36．0―48．7―1：01．1―1：12．9―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ノ テ ィ ア �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．2．21 東京3着

2018．2．19生 牡3黒鹿 母 ス カ ー レ ル 母母 ドライアッド 4戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 ラストコジーン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔3走成績による出走制限〕 ビービーモノローグ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月19日まで平地競走に出走

できない。

第３回 東京競馬 第５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



14051 6月19日 雨 重 （3東京3） 第5日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走11時15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 255，000
255，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 リキサンハート 牝3黒鹿54 横山 典弘 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 496－ 21：24．5 6．1�
59 ド ナ リ ノ 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良山田 貢一氏 高木 登 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 456＋11 〃 ハナ 51．5�

713 ネオトリニティー 牝3鹿 54 内田 博幸フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 424± 01：24．6クビ 5．0�
611 シャイニーレーン 牝3鹿 54 武藤 雅 �シルクレーシング 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：25．13 17．0�
35 キングスフィリア 牝3黒鹿54 杉原 誠人 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418＋ 21：25．2� 52．5�
47 レーヴドモンド 牝3鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 428＋10 〃 同着 22．5	
714 ゴーゴーレインボー 牝3黒鹿54 菅原 隆一星加 浩一氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 442－ 41：25．62� 40．7

23 ペイシャムスビ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新ひだか 田中 裕之 478－ 21：26．02� 86．1�
24 ヘ ー ベ ー 牝3鹿 54 田中 勝春大倉 佑介氏 松永 康利 新冠 中本牧場 452－151：26．21� 67．6�
816 チャチャヒメ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子大田 恭充氏 浅野洋一郎 青森 今川 満良 456－ 51：26．3� 120．7
36 ハリウッドルビー 牝3栗 54 津村 明秀 �グリーンファーム牧 光二 千歳 社台ファーム 456－ 41：26．62 9．3�
12 キュートラン 牝3鹿 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 日高 前野牧場 466＋ 41：26．7� 1．8�
612 ア ウ リ イ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗�磯波勇F 武井 亮 新ひだか カタオカフアーム 432－181：27．22� 360．9�
510 ルージュシャルマン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 B460＋ 21：27．73� 204．8�
815 ギガインパクト 牝3黒鹿54 武士沢友治広尾レース� 深山 雅史 新ひだか 木村 秀則 460 ―1：28．87 153．5�
48 レディアイコ 牝3芦 54

51 ▲永野 猛蔵 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 佐藤牧場 380 ―1：29．12 31．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，343，900円 複勝： 61，770，000円 枠連： 13，463，100円
馬連： 57，938，900円 馬単： 29，937，500円 ワイド： 56，193，900円
3連複： 92，741，700円 3連単： 112，576，200円 計： 469，965，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 280円 � 990円 � 200円 枠 連（1－5） 2，320円

馬 連 �� 10，570円 馬 単 �� 17，060円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 690円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 16，420円 3 連 単 ��� 101，010円

票 数

単勝票数 計 453439 的中 � 58743（3番人気）
複勝票数 計 617700 的中 � 59880（4番人気）� 13132（9番人気）� 93991（2番人気）
枠連票数 計 134631 的中 （1－5） 4488（8番人気）
馬連票数 計 579389 的中 �� 4245（25番人気）
馬単票数 計 299375 的中 �� 1316（41番人気）
ワイド票数 計 561939 的中 �� 4637（26番人気）�� 22163（5番人気）�� 5777（22番人気）
3連複票数 計 927417 的中 ��� 4235（43番人気）
3連単票数 計1125762 的中 ��� 808（271番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―47．0―59．0―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リキサンハート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2021．4．3 中山4着

2018．2．8生 牝3黒鹿 母 リキサンピュアティ 母母 プリンセスリーベ 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギガインパクト号・レディアイコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月19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〕 ヘーベー号・ルージュシャルマン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月19日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ディープパープル号

14052 6月19日 雨 重 （3東京3） 第5日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

34 フォーヴィスム 牡3栗 56 丸山 元気 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 532± 01：37．7 4．0�
814� トーテムポール 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Godolphin 474＋ 41：37．91 14．4�
813 ゲットアップ �3黒鹿56 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B472＋ 41：38．0� 11．6�
58 � アメリカンエール 牡3芦 56 C．ルメール �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 492－ 41：38．11 2．7�
11 セイウンオードリー 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 500－ 2 〃 ハナ 14．2	
33 ラ ン ス ル ー 牡3栗 56 三浦 皇成前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534－ 41：38．31� 28．6

610 シャークウォーニン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン
テンファーム 472± 01：38．51� 25．6�

46 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 432＋ 21：39．13	 128．4�
45 ベルピエース 牡3青鹿56 戸崎 圭太子安 裕樹氏 田村 康仁 新冠 村上 進治 484－ 61：39．2クビ 12．8
69 バイタライズ 牡3黒鹿56 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 480－ 4 〃 クビ 19．9�
57 ヒーローネバーダイ 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵木部 厳生氏 大和田 成 日高 木部ファーム 486± 01：39．41 5．1�
711 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 B438＋ 21：40．04 367．9�
712 キ ク ノ ボ ワ 牝3芦 54 岡田 祥嗣菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 430＋ 21：42．2大差 347．0�
22 クリノサムライ 牡3栗 56 大庭 和弥栗本 博晴氏 蛯名 利弘 浦河 センチュリース

タッドファーム 448＋ 41：45．2大差 449．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 48，201，100円 複勝： 68，024，700円 枠連： 14，973，400円
馬連： 73，641，700円 馬単： 32，286，700円 ワイド： 69，325，300円
3連複： 119，739，100円 3連単： 133，916，000円 計： 560，108，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 380円 � 260円 枠 連（3－8） 1，260円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 6，480円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 940円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 11，990円 3 連 単 ��� 54，050円

票 数

単勝票数 計 482011 的中 � 94614（2番人気）
複勝票数 計 680247 的中 � 108476（2番人気）� 41153（7番人気）� 66494（4番人気）
枠連票数 計 149734 的中 （3－8） 9196（5番人気）
馬連票数 計 736417 的中 �� 13937（17番人気）
馬単票数 計 322867 的中 �� 3733（24番人気）
ワイド票数 計 693253 的中 �� 12062（19番人気）�� 19466（11番人気）�� 11450（20番人気）
3連複票数 計1197391 的中 ��� 7485（46番人気）
3連単票数 計1339160 的中 ��� 1796（200番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．1―12．5―12．4―12．4―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．9―48．4―1：00．8―1：13．2―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーヴィスム �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Officer デビュー 2020．11．22 東京2着

2018．3．23生 牡3栗 母 アートプリンセス 母母 Rhumb Line 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノサムライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月19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〕 ホワイトハウス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月19日まで平地競走に出走できな

い。



14053 6月19日 雨 稍重 （3東京3） 第5日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時35分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

611 ア ラ イ バ ル 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 474 ―1：36．8 1．8�
59 プ ル パ レ イ 牡2鹿 54 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 488 ―1：37．22� 9．2�
815 ホウオウパレード 牡2黒鹿54 石橋 脩小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 486 ―1：37．3� 16．1�
23 マイシンフォニー 牝2青鹿54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456 ―1：37．4� 5．9�
816 グランドライン 牡2青鹿54 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 514 ―1：37．5� 26．5	
48 フェニックスループ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 442 ― 〃 アタマ 6．8

12 イエローブーケ 牝2鹿 54 津村 明秀荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 466 ― 〃 クビ 55．8�
35 レ ヴ ォ ル ト 牡2黒鹿54 田中 勝春�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 474 ―1：37．71 55．5�
510 マブセレナード 牝2青鹿 54

53 ☆菅原 明良マブレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 456 ―1：37．8� 117．7
11 シュシュエラブル 牝2栗 54 北村 宏司山口 裕介氏 田村 康仁 浦河 阿波屋ファーム 430 ―1：37．9� 177．7�
714 ビップアクア 牝2栗 54 吉田 豊鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 452 ―1：38．11� 43．0�
612 カ ラ ン セ 牝2鹿 54 丸山 元気野田 努氏 金成 貴史 洞�湖 レイクヴィラファーム 462 ―1：38．2クビ 95．9�
24 ゼ フ ァ ラ ス 牡2鹿 54 石川裕紀人落合 幸弘氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 470 ―1：38．41� 93．9�
713 ナカガワフェイス 牝2青鹿54 内田 博幸 STレーシング 上原 博之 新ひだか 筒井 征文 470 ―1：38．61� 216．5�
36 エ ル パ ソ 牡2黒鹿54 横山 典弘�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 448 ―1：38．7� 176．3�
47 シンボリックレルム 牝2黒鹿54 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 アタマ 59．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，887，800円 複勝： 64，443，700円 枠連： 15，351，300円
馬連： 75，704，600円 馬単： 39，991，900円 ワイド： 66，885，000円
3連複： 110，271，600円 3連単： 140，873，300円 計： 592，409，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 250円 枠 連（5－6） 830円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 330円 �� 430円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 6，370円

票 数

単勝票数 計 788878 的中 � 359110（1番人気）
複勝票数 計 644437 的中 � 209668（1番人気）� 72087（4番人気）� 48381（5番人気）
枠連票数 計 153513 的中 （5－6） 14278（4番人気）
馬連票数 計 757046 的中 �� 83458（3番人気）
馬単票数 計 399919 的中 �� 30478（3番人気）
ワイド票数 計 668850 的中 �� 55735（3番人気）�� 40098（4番人気）�� 13560（11番人気）
3連複票数 計1102716 的中 ��� 31170（6番人気）
3連単票数 計1408733 的中 ��� 16028（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―37．0―50．0―1：02．7―1：14．1―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ラ イ バ ル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．3．31生 牡2鹿 母 ク ル ミ ナ ル 母母 ク ル ソ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 プルパレイ号の騎手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戒告。（被害馬：10番・12番・11番）

14054 6月19日 雨 重 （3東京3） 第5日 第6競走 1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

816 メ デ ィ シ ス 牝3鹿 54 中井 裕二中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 462－121：17．5 19．5�
47 サイレントギフト 牡3青 56 石川裕紀人キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 丸村村下

ファーム 472± 01：18．77 3．8�
23 タマモアンドロメダ 牡3黒鹿56 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 496－ 21：18．91� 5．5�
815 フクノルッカ 牝3鹿 54 戸崎 圭太福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 440± 01：19．1� 3．3�
12 ラロワイヤル 牡3栗 56 内田 博幸�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 B506－ 3 〃 ハナ 46．7�
35 ケ イ セ ブ ン 牡3鹿 56 丸山 元気武田 敏也氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 414－ 6 〃 アタマ 15．8	
612 リーガルゲイリー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗芳賀 滿男氏 青木 孝文 新ひだか フジワラフアーム 434－ 8 〃 クビ 355．0

48 ガウナエルフリーデ 牝3栗 54 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 456＋ 8 〃 アタマ 4．5�
11 シャイニングマーズ 牡3鹿 56 北村 宏司畑佐 博氏 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 498＋ 21：19．2クビ 45．3�
24 ノーデザイア 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 久保田貴士 新ひだか 橋本牧場 434－ 41：19．3� 88．1

36 ラシャトレーン 牝3黒鹿 54
51 ▲永野 猛蔵加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 460± 01：19．51 72．1�

510 キタノドンポートロ 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新冠 北星村田牧場 478－ 41：19．6� 15．1�
714 グラスクアドラ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介半沢� 松山 将樹 新ひだか 岡田牧場 438－ 41：20．13 96．4�
59 ジョージバローズ �3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 464＋ 4 〃 � 89．2�
713 イソエイヒカリ 牡3鹿 56 木幡 巧也磯部 敏夫氏 松山 将樹 浦河 栄進牧場 478＋ 41：20．95 276．0�
611 リヴァーシャノン 牝3栗 54 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 462 ― 〃 クビ 101．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，815，700円 複勝： 55，527，800円 枠連： 15，154，600円
馬連： 65，122，700円 馬単： 27，338，200円 ワイド： 57，302，800円
3連複： 96，863，200円 3連単： 106，539，200円 計： 461，664，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 420円 � 160円 � 210円 枠 連（4－8） 290円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 11，170円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，840円 �� 470円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 67，810円

票 数

単勝票数 計 378157 的中 � 15471（7番人気）
複勝票数 計 555278 的中 � 27198（7番人気）� 106443（3番人気）� 68520（4番人気）
枠連票数 計 151546 的中 （4－8） 39964（1番人気）
馬連票数 計 651227 的中 �� 12350（16番人気）
馬単票数 計 273382 的中 �� 1835（35番人気）
ワイド票数 計 573028 的中 �� 10735（15番人気）�� 7632（18番人気）�� 33605（4番人気）
3連複票数 計 968632 的中 ��� 11627（20番人気）
3連単票数 計1065392 的中 ��� 1139（190番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．1―29．7―41．6―53．3―1：05．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ デ ィ シ ス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2020．11．14 阪神13着

2018．5．18生 牝3鹿 母 バ ル ビ ー ナ 母母 ストーミーマターズ 10戦1勝 賞金 6，380，000円
〔3走成績による出走制限〕 イソエイヒカリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月19日まで平地競走に出走できな

い。



14055 6月19日 曇 稍重 （3東京3） 第5日 第7競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13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
1：44．2
1：43．9

良
良

48 ホウオウサミット 牡3鹿 56 C．ルメール 小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：46．8 1．5�
713� バラードインミラノ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 伊

Colombo Carlo and Rz
Vedano Di Litta Modig-
nani Picozzi Alfonso

430＋ 41：47．11� 9．5�
815 ダノンヴェロシティ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 450± 01：47．63 27．9�
59 マイネルパリオート 牡3鹿 56 柴田 大知 �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 454＋ 21：47．7クビ 8．2�
816 ハヤブサビッグバン 牡3芦 56 三浦 皇成武田 修氏 高柳 瑞樹 新ひだか 田中 裕之 500＋ 61：47．8� 12．9	
510 ベルベデール 牝3栗 54 野中悠太郎 IHR 根本 康広 新ひだか 沖田 博志 456± 01：48．01� 173．3

612� ヒアーズトゥライフ 牡3鹿 56 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 英 Shadai Farm 492＋ 21：48．1� 6．1�
611 ショウナンラッキー 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 61：48．63 175．1�

36 ライラテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 千歳 社台ファーム 506－ 6 〃 ハナ 150．7

12 ガ ガ ク 牝3黒鹿 54
51 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻 哲英 新冠 飛渡牧場 416－ 2 〃 ハナ 105．8�
47 ヴィーヴァライアン 牡3鹿 56 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 448－ 81：49．13 165．2�
11 ラヴオブネイチャー 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介吉田 安惠氏 深山 雅史 安平 追分ファーム 408＋ 2 〃 ハナ 205．7�
714� シータリズム 牝3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 愛 Ballymacoll

Stud Farm Ltd 458＋281：49．31� 22．5�
24 � ネオアスペクト 牡3栗 56 北村 宏司ゴドルフィン 鹿戸 雄一 英 Hermes

Services Ltd 510 ―1：49．72� 50．3�
35 クラウンゼロ 牡3鹿 56 木幡 巧也�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 500－ 81：49．8クビ 141．5�
23 ヴィアレッジョ 牡3鹿 56 武藤 雅吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474 ―1：54．3大差 137．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，862，900円 複勝： 115，514，000円 枠連： 15，377，300円
馬連： 65，421，000円 馬単： 39，130，700円 ワイド： 57，274，800円
3連複： 109，405，800円 3連単： 148，750，600円 計： 591，737，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 340円 枠 連（4－7） 500円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 320円 �� 660円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 408629 的中 � 206523（1番人気）
複勝票数 計1155140 的中 � 726042（1番人気）� 79985（3番人気）� 31776（6番人気）
枠連票数 計 153773 的中 （4－7） 23687（3番人気）
馬連票数 計 654210 的中 �� 80415（3番人気）
馬単票数 計 391307 的中 �� 39374（3番人気）
ワイド票数 計 572748 的中 �� 51538（3番人気）�� 21736（6番人気）�� 8204（16番人気）
3連複票数 計1094058 的中 ��� 20619（12番人気）
3連単票数 計1487506 的中 ��� 14351（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―35．7―47．7―1：00．0―1：12．0―1：23．7―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウサミット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．1．31 東京2着

2018．2．9生 牡3鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィアレッジョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月19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〕 ライラテソーロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月19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 ウインシュクラン号

14056 6月19日 曇 稍重 （3東京3） 第5日 第8競走 ��
��2，400�3歳以上1勝クラス

発走14時05分 （芝・左）
負担重量は，3歳53�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

44 エクセレントタイム 牡3鹿 53 武藤 雅 �サンデーレーシング 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B486± 02：27．7 2．2�

22 レ ベ ラ ン ス 牡3鹿 53 戸崎 圭太 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B452± 0 〃 クビ 4．6�
77 ナ ミ ブ �5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 22：28．23 54．2�
55 セ ル ヴ ァ ン 牡3鹿 53

50 ▲原 優介 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 42：28．3	 4．2�

66 セータステソーロ 牡3栗 53 武 豊了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新冠 新冠橋本牧場 502－ 22：28．51
 10．0	

88 ネイチャーシップ 牡3芦 53
51 ◇藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 466＋ 82：29．03 5．0


33 � ゾ ロ 牡5栗 57
56 ☆菅原 明良北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 470± 02：29．1	 48．3�

11 グローエルディング 牡3芦 53 木幡 巧也伊藤 正樹氏 尾形 和幸 浦河 宮内牧場 490－122：29．52	 35．3
（8頭）

売 得 金
単勝： 46，149，600円 複勝： 36，337，900円 枠連： 発売なし
馬連： 62，922，700円 馬単： 35，408，200円 ワイド： 40，354，100円
3連複： 79，876，100円 3連単： 167，145，900円 計： 468，194，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 150円 � 400円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，300円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 5，850円 3 連 単 ��� 16，470円

票 数

単勝票数 計 461496 的中 � 162023（1番人気）
複勝票数 計 363379 的中 � 96870（1番人気）� 69104（3番人気）� 14907（6番人気）
馬連票数 計 629227 的中 �� 92729（2番人気）
馬単票数 計 354082 的中 �� 30153（2番人気）
ワイド票数 計 403541 的中 �� 55407（1番人気）�� 7077（14番人気）�� 4999（20番人気）
3連複票数 計 798761 的中 ��� 10230（17番人気）
3連単票数 計1671459 的中 ��� 7356（61番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―13．1―13．0―12．5―12．8―11．8―11．9―11．9―11．6―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―25．6―38．7―51．7―1：04．2―1：17．0―1：28．8―1：40．7―1：52．6―2：04．2―2：15．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3
1，6，5，7－（2，8）（3，4）
1，6（2，5）（7，3，8）4

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

勝馬の
紹 介

エクセレントタイム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．11．8 東京7着

2018．4．12生 牡3鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 6戦2勝 賞金 13，980，000円

追 加 記 事（第 3回東京競馬第 3日第 2競走）
〔その他〕　　マローキャンディ号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕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。



14057 6月19日 小雨 重 （3東京3） 第5日 第9競走 ��1，600�
お う め

青 梅 特 別
発走14時35分 （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス；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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

33 ウインドジャマー �4鹿 57 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 B504－ 41：35．6 1．8�
812 ヨ ン ク 牡5鹿 57 江田 照男古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 500－ 21：35．71 39．9�
79 バイシュラバナ �4栗 57 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 466－101：35．91 17．9�
68 フレイムウィングス 牡4青鹿57 戸崎 圭太ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 8 〃 アタマ 5．2�
710 サトノワールド 牡4鹿 57 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B518± 01：36．11� 5．7�
56 タケルラスティ 牡4栗 57 内田 博幸森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 41：36．2� 9．0	
11 デルマラピスラズリ 牡4鹿 57 永野 猛蔵浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 518－ 81：36．3クビ 31．0

55 アーザムブルー 牡7黒鹿57 石橋 脩 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 482± 01：36．83 15．4�
22 ピ ナ ク ル ズ �8黒鹿57 丸田 恭介ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 514＋ 21：37．01 194．5
44 	 アーチキング �8鹿 57 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC B520＋ 21：37．1
 95．7�
67 グ ラ ス レ オ 牡6黒鹿57 菅原 明良半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 41：37．42 274．6�
811 オメガエリタージュ 牡4青鹿57 M．デムーロ原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 アタマ 40．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，078，300円 複勝： 175，787，500円 枠連： 17，518，100円
馬連： 97，255，600円 馬単： 58，755，900円 ワイド： 75，812，700円
3連複： 153，748，400円 3連単： 280，367，200円 計： 912，323，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 450円 � 310円 枠 連（3－8） 1，930円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 710円 �� 5，130円

3 連 複 ��� 13，140円 3 連 単 ��� 53，740円

票 数

単勝票数 計 530783 的中 � 234234（1番人気）
複勝票数 計1757875 的中 � 1263571（1番人気）� 29755（8番人気）� 46690（6番人気）
枠連票数 計 175181 的中 （3－8） 7012（8番人気）
馬連票数 計 972556 的中 �� 20533（11番人気）
馬単票数 計 587559 的中 �� 8755（15番人気）
ワイド票数 計 758127 的中 �� 16337（14番人気）�� 28732（7番人気）�� 3623（35番人気）
3連複票数 計1537484 的中 ��� 8771（41番人気）
3連単票数 計2803672 的中 ��� 3782（149番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―12．2―12．2―11．6―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．8―47．0―59．2―1：10．8―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインドジャマー �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．6．16 東京5着

2017．4．26生 �4鹿 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト 19戦3勝 賞金 57，849，000円

14058 6月19日 小雨 稍重 （3東京3） 第5日 第10競走 ��
��1，400�

さ が み こ

相 模 湖 特 別
発走15時10分 （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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

812 カイトゲニー 牝3黒鹿52 菅原 明良本田 恒雄氏 和田 雄二 新冠 森 牧場 478＋ 41：21．2 2．9�
710 ブルーシンフォニー 牡3鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 01：21．52 5．9�
69 ヤマニンプレシオサ 牝4黒鹿55 柴田 善臣土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 464± 01：21．71� 15．5�
56 セイドアモール 牝5鹿 55 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム B518＋121：21．8	 116．3�

711 セイウンパワフル 牡4鹿 57 C．ルメール 西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 B470＋ 41：21．9
 4．5�
11 マサノアッレーグラ 牝6芦 55 江田 照男中村 時子氏 辻 哲英 日高 道見牧場 520＋ 21：22．1	 26．5	
44 ファルヴォーレ 牡3芦 54 武 豊杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 442－ 8 〃 ハナ 5．1

57 ブレイニーラン 牡6鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 クビ 44．0�
33 ホーリーライン 牝5青鹿55 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 450＋ 8 〃 クビ 40．0
45 プレシオーソ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 482＋ 61：22．2
 7．0�
22 アラゴネーゼ 牝5芦 55 丸山 元気�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：22．3
 131．2�
68 ネバーゴーンアウト �4青鹿57 藤田菜七子岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 480＋ 21：23．15 80．9�
813� ストームドッグ �4黒鹿57 武藤 雅尾又 良隆氏 伊藤 滋規 日高 若林 順一 422－ 21：23．31
 183．4�

（船橋）

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，347，100円 複勝： 78，577，000円 枠連： 25，743，100円
馬連： 134，132，000円 馬単： 49，944，800円 ワイド： 96，900，900円
3連複： 201，680，200円 3連単： 227，085，000円 計： 872，410，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 220円 � 270円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 320円 �� 800円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 13，650円

票 数

単勝票数 計 583471 的中 � 159673（1番人気）
複勝票数 計 785770 的中 � 142347（1番人気）� 91194（5番人気）� 66913（6番人気）
枠連票数 計 257431 的中 （7－8） 45048（2番人気）
馬連票数 計1341320 的中 �� 129898（2番人気）
馬単票数 計 499448 的中 �� 25878（2番人気）
ワイド票数 計 969009 的中 �� 88588（1番人気）�� 29411（11番人気）�� 17155（17番人気）
3連複票数 計2016802 的中 ��� 39899（12番人気）
3連単票数 計2270850 的中 ��� 12058（41番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―11．6―10．8―11．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．4―47．0―57．8―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．2
3 6－12（1，10）11（2，9）（3，5，8）－13，7，4 4 6，12，11（1，10）2（9，5，8）3（4，7）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カイトゲニー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2020．6．27 東京3着

2018．3．30生 牝3黒鹿 母 シルクヴィーナス 母母 シルクフレアー 9戦3勝 賞金 43，639，000円



14059 6月19日 小雨 重 （3東京3） 第5日 第11競走 ��
��2，100�スレイプニルステークス

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1，200万円毎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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

59 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡5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 B482＋ 22：08．0 9．7�

23 バンクオブクラウズ 牡4芦 56 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 514± 02：08．1	 4．4�

36 ウェルカムゴールド 牡6栗 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B544－ 42：08．2クビ 23．5�
48 ネオブレイブ 牡5栗 56 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 524＋ 42：08．3	 23．5�
713 グレートタイム 牡6黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B476－ 22：08．72
 8．5	
612 サトノティターン 牡8黒鹿59 石橋 脩里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 588－ 42：09．34 38．1

47 メイショウエイコウ 牡7鹿 56 内田 博幸松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 454－ 42：09．51� 75．4�
24 メイショウワザシ 牡6栗 57 柴田 善臣松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 530± 02：09．6クビ 23．9�
815 コマビショウ 牡6黒鹿56 柴山 雄一小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486－ 62：09．81� 233．4
714� バスカヴィル 牡7鹿 56 江田 照男ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

486± 0 〃 クビ 99．3�
11 シャンパンクーペ 牡5鹿 56 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B526＋ 22：09．9
 33．0�
12 � アポロテネシー 牡6鹿 56 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

512± 0 〃 ハナ 190．0�
611 タ イ サ イ 牡5栗 56 北村 宏司椎名 節氏 四位 洋文 新冠 有限会社 大

作ステーブル 494＋102：10．43 42．2�
35 ヒロイックテイル 牡4栗 57 M．デムーロ吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 478－ 62：10．6	 3．2�
510 ロードレガリス 牡6黒鹿58 武 豊 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 516－ 82：10．7
 4．1�
816 サトノディード �6青鹿56 石川裕紀人 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496－ 8 〃 ハナ 81．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 115，449，600円 複勝： 169，307，800円 枠連： 60，380，500円
馬連： 315，688，000円 馬単： 114，374，700円 ワイド： 229，663，200円
3連複： 565，202，000円 3連単： 647，029，500円 計： 2，217，095，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 300円 � 180円 � 650円 枠 連（2－5） 620円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，940円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 16，250円 3 連 単 ��� 103，550円

票 数

単勝票数 計1154496 的中 � 94538（5番人気）
複勝票数 計1693078 的中 � 144095（5番人気）� 294448（2番人気）� 55795（8番人気）
枠連票数 計 603805 的中 （2－5） 74631（3番人気）
馬連票数 計3156880 的中 �� 100288（9番人気）
馬単票数 計1143747 的中 �� 14121（20番人気）
ワイド票数 計2296632 的中 �� 64975（10番人気）�� 19691（34番人気）�� 27735（25番人気）
3連複票数 計5652020 的中 ��� 26074（52番人気）
3連単票数 計6470295 的中 ��� 4530（295番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―12．1―11．9―12．2―12．5―12．3―12．0―11．9―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．0―30．1―42．0―54．2―1：06．7―1：19．0―1：31．0―1：42．9―1：55．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ハ ヤ ヤ ッ コ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．24 東京3着

2016．2．10生 牡5白 母 マ シ ュ マ ロ 母母 シラユキヒメ 22戦5勝 賞金 142，445，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラストマン号
（非抽選馬） 9頭 アディラート号・アードラー号・ウルトラマリン号・ケイアイパープル号・サクセッション号・

スイープセレリタス号・ホウショウナウ号・メイショウマトイ号・ロードアクシス号

14060 6月19日 曇 稍重 （3東京3） 第5日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時30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
1：19．4
1：19．0

良
良

35 レ ガ ト ゥ ス 牡3黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 548＋ 61：21．5 3．3�
23 カトルショセット 牝3鹿 52

50 ◇藤田菜七子�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：21．6クビ 33．8�
12 コスモノート 牡3鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 81：21．71 5．2�
11 グロリユーノワール 牝3鹿 52

49 ▲原 優介 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 432－ 21：21．8� 100．4�
714 ココリホウオウ 牡3鹿 54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 474＋ 41：22．11� 5．0	
510 パラレルキャリア 牝5鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 4 〃 ハナ 9．6


24 タイガーリリー 牝3鹿 52 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 460＋ 4 〃 クビ 17．1�
816 ナンヨーローズ 牡3黒鹿54 M．デムーロ中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 446－ 41：22．31� 19．6�
612 クリノザウルス 牡3鹿 54

53 ☆菅原 明良栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 464－ 41：22．4クビ 191．3
59 スウィートメリナ 牝4栗 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 432－ 21：22．5� 126．2�
48 アップリバー 牝3青鹿52 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B494＋10 〃 ハナ 7．9�
47 キセキノカガヤキ 牝5黒鹿55 武藤 雅ライオンレースホース� 石毛 善彦 洞	湖 レイクヴィラファーム 442＋ 41：22．71� 179．0�
611 アイワナビリーヴ 牝5黒鹿55 石橋 脩 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：23．01� 35．7�
713
 シアープレジャー 牝4鹿 55 丸山 元気岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 436－111：23．1� 200．1�
36 アイアンゾーン 牝5芦 55 柴田 大知池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 452＋ 6 〃 アタマ 370．4�
815 ミッキーハロー 牝3鹿 52 横山 典弘野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 438－ 81：24．05 7．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，537，600円 複勝： 146，451，100円 枠連： 37，542，000円
馬連： 199，481，400円 馬単： 75，996，100円 ワイド： 169，548，200円
3連複： 342，626，400円 3連単： 390，792，800円 計： 1，467，975，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 610円 � 220円 枠 連（2－3） 1，650円

馬 連 �� 5，140円 馬 単 �� 8，200円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 520円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 8，040円 3 連 単 ��� 49，820円

票 数

単勝票数 計1055376 的中 � 255100（1番人気）
複勝票数 計1464511 的中 � 311417（1番人気）� 46937（9番人気）� 170114（3番人気）
枠連票数 計 375420 的中 （2－3） 17529（6番人気）
馬連票数 計1994814 的中 �� 30067（20番人気）
馬単票数 計 759961 的中 �� 6947（37番人気）
ワイド票数 計1695482 的中 �� 29639（21番人気）�� 89309（2番人気）�� 22782（25番人気）
3連複票数 計3426264 的中 ��� 31931（30番人気）
3連単票数 計3907928 的中 ��� 5686（183番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―11．7―11．0―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―46．7―57．7―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ガ ト ゥ ス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．6．14 東京6着

2018．1．22生 牡3黒鹿 母 アドマイヤセプター 母母 アドマイヤグルーヴ 7戦2勝 賞金 25，115，000円
〔制裁〕 パラレルキャリア号の騎手永野猛蔵は，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：12番）

アップリバー号の騎手木幡巧也は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※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 コスモスタック号・レディードリー号



（3東京3）第5日 6月19日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 165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

199，200，000円
22，190，000円
1，410，000円
23，170，000円
70，235，500円
4，537，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
715，215，200円
1，096，026，900円
236，371，400円
1，259，062，400円
566，705，700円
1，019，813，200円
2，041，218，400円
2，615，357，800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 9，549，771，000円

総入場人員 4，422名 （有料入場人員 4，273名）
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