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14061 6月20日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（3東京3） 第6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

78 ハルクンノテソーロ 牡7黒鹿60 大江原 圭了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 494＋ 63：22．6 1．9�

22 ショウナンタイガ 牡5鹿 60 白浜 雄造国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 490＋ 23：22．7� 31．8�
44 フィードバック 牡5黒鹿60 草野 太郎 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 498＋ 43：22．8クビ 7．5�
11 マグニフィクス �4栗 60 植野 貴也 �社台レースホース茶木 太樹 千歳 社台ファーム 478＋ 43：23．33 4．5�
89 � カーブドシール 牡5鹿 60 中村 将之前田 幸治氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 83：23．72	 44．9	
66 ショウナンマッシブ 牡7鹿 60 石神 深一国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 478± 03：25．29 6．5

55 トーアコルレオーネ 牡5鹿 60 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 436－ 43：25．73 28．5�
77 ラブオナヴィータ 牝4鹿 58 蓑島 靖典由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 466＋ 23：30．0大差 65．7�
33 � クリノカナロアオー �6黒鹿60 伴 啓太栗本 博晴氏 石毛 善彦 様似 様似渡辺牧場 460± 03：37．8大差 154．6
810 アポロアベリア 牡4栗 60 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 542－ 6 （競走中止） 7．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，713，100円 複勝： 27，941，300円 枠連： 7，177，000円
馬連： 38，974，600円 馬単： 21，346，200円 ワイド： 29，379，500円
3連複： 66，947，900円 3連単： 98，322，800円 計： 313，802，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 440円 � 180円 枠 連（2－7） 3，150円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 960円 �� 280円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 21，720円

票 数

単勝票数 計 237131 的中 � 95826（1番人気）
複勝票数 計 279413 的中 � 91237（1番人気）� 10351（7番人気）� 35863（3番人気）
枠連票数 計 71770 的中 （2－7） 1762（12番人気）
馬連票数 計 389746 的中 �� 9936（12番人気）
馬単票数 計 213462 的中 �� 3939（16番人気）
ワイド票数 計 293795 的中 �� 7309（13番人気）�� 30983（2番人気）�� 3816（19番人気）
3連複票数 計 669479 的中 ��� 10931（17番人気）
3連単票数 計 983228 的中 ��� 3281（78番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 53．2－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハルクンノテソーロ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．7．23 福島2着

2014．3．11生 牡7黒鹿 母 トウカイベルタ 母母 トウカイティアラ 障害：2戦1勝 賞金 11，100，000円
〔競走中止〕 アポロアベリア号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため2コーナーで競走中止。

14062 6月20日 晴 不良 （3東京3） 第6日 第2競走 1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

45 コトブキアルニラム 牝3芦 54 三浦 皇成尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 432－ 61：37．7 4．3�
57 メイショウナデシコ 牝3栗 54 松若 風馬松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 436＋121：37．91� 9．4�
33 マテラガニア 牝3黒鹿54 田中 勝春大野 照旺氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 472－ 21：38．0� 4．5�
610 メイショウホオズキ 牝3鹿 54 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 466－ 41：38．1� 3．2�
22 パッドゥラパン 牝3芦 54 江田 照男�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 B454＋ 21：38．41� 20．5	
813 リトルカプリース 牝3青 54

51 ▲永野 猛蔵吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 420＋ 41：38．82� 5．1

712 インプレストサマー 牝3黒鹿54 柴田 善臣矢野 雅子氏 和田 勇介 安平 追分ファーム 442－ 4 〃 アタマ 18．5�
69 ハ ナ ノ ミ チ 牝3鹿 54 野中悠太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 446＋ 41：39．11� 81．5�
34 オショロコマ 牝3栗 54 木幡 巧也越村 哲男氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 476± 01：39．31� 308．6
11 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± 01：39．72 30．1�

711 ベリリウンヌ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 大北牧場 418＋ 21：40．02 201．5�
814 ヤマニンフィスキオ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗土井 肇氏 稲垣 幸雄 浦河 廣田 光夫 474＋ 21：40．85 118．0�
58 カ カ オ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗海谷 幸司氏 伊坂 重信 登別 登別上水牧場 424－ 61：41．86 60．3�
46 ウルトラヨウコ 牝3黒鹿54 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 日高 増尾牧場 452－ 21：42．44 151．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，762，100円 複勝： 56，890，700円 枠連： 9，865，000円
馬連： 67，685，700円 馬単： 30，118，300円 ワイド： 58，251，800円
3連複： 106，322，900円 3連単： 115，870，100円 計： 479，766，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 310円 � 170円 枠 連（4－5） 1，830円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 980円 �� 440円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 24，710円

票 数

単勝票数 計 347621 的中 � 64011（2番人気）
複勝票数 計 568907 的中 � 89210（4番人気）� 39396（5番人気）� 99230（2番人気）
枠連票数 計 98650 的中 （4－5） 4167（8番人気）
馬連票数 計 676857 的中 �� 17126（11番人気）
馬単票数 計 301183 的中 �� 4397（19番人気）
ワイド票数 計 582518 的中 �� 14798（11番人気）�� 36219（4番人気）�� 14239（12番人気）
3連複票数 計1063229 的中 ��� 18858（14番人気）
3連単票数 計1158701 的中 ��� 3399（80番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．5―12．9―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．3―47．8―1：00．7―1：13．0―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コトブキアルニラム �
�
父 クリエイターⅡ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．7．11 福島10着

2018．3．13生 牝3芦 母 ルミノハレブタイ 母母 スカーレットミカ 11戦1勝 賞金 13，240，000円
〔制裁〕 パッドゥラパン号の騎手江田照男は，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）
〔3走成績による出走制限〕 オショロコマ号・ベリリウンヌ号・ヤマニンフィスキオ号・カカオ号・ウルトラヨウコ号は，「3走成績による出

走制限」のため，令和3年8月20日まで平地競走に出走できない。

第３回 東京競馬 第６日



14063 6月20日 晴 不良 （3東京3） 第6日 第3競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

23 グランデモナルカ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム B462－ 21：24．9 13．8�
12 ヴィグルズマン 牡3栗 56 木幡 巧也 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B446± 01：25．0クビ 1．7�
510 ブレーヴトライ 牡3芦 56 野中悠太郎 �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 460－ 21：25．32 5．3�
713 シークレットギア 牡3鹿 56

53 ▲原 優介 KRジャパン 小手川 準 新冠 村上 欽哉 464＋171：25．41 41．9�
816 ド ナ ア ネ ラ 牝3鹿 54 坂井 瑠星山田 貢一氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 456－ 61：25．5クビ 8．5	
714 タイセイフリート �3鹿 56

55 ☆菅原 明良田中 成奉氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム B470－ 21：25．6� 12．6

24 ニシノブライアント 牡3青鹿56 北村 宏司西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 464＋ 21：25．81� 87．7�
36 ショウナンサキガケ 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 520＋10 〃 アタマ 14．7�
35 キョウエイアップ 牡3鹿 56 三浦 皇成田中 晴夫氏 勢司 和浩 日高 春木ファーム 494－ 41：26．0� 41．2
612 リアルヴィジョン �3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵﨏 文彦氏 武井 亮 浦河 山田 昇史 444＋ 4 〃 クビ 24．6�
815 マイネルボーダレス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 浜口牧場 440＋ 11：26．53 103．5�
11 ホーリーバジル 牡3鹿 56 江田 照男飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B460－ 21：26．82 308．2�
59 ナンヨーノワール 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 B436＋ 81：26．9クビ 181．8�
611 アマラスボーイ 牡3鹿 56 団野 大成吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 460＋ 21：27．53� 60．6�
47 ディープパープル 牝3鹿 54 丸山 元気 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 日高 タバタファーム 442± 01：28．13� 237．5�
48 シドニートウショウ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗トウショウ産業� 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 438－ 81：28．2� 228．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，269，800円 複勝： 110，840，100円 枠連： 14，150，500円
馬連： 66，461，500円 馬単： 40，817，700円 ワイド： 64，315，200円
3連複： 108，423，200円 3連単： 152，491，100円 計： 598，769，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 190円 � 110円 � 150円 枠 連（1－2） 660円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 290円 �� 840円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 17，740円

票 数

単勝票数 計 412698 的中 � 23827（5番人気）
複勝票数 計1108401 的中 � 60964（4番人気）� 686848（1番人気）� 96222（2番人気）
枠連票数 計 141505 的中 （1－2） 16478（3番人気）
馬連票数 計 664615 的中 �� 68269（3番人気）
馬単票数 計 408177 的中 �� 11506（9番人気）
ワイド票数 計 643152 的中 �� 59601（3番人気）�� 17047（9番人気）�� 61357（2番人気）
3連複票数 計1084232 的中 ��� 49867（3番人気）
3連単票数 計1524911 的中 ��� 6232（48番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランデモナルカ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．1 新潟7着

2018．2．22生 牡3黒鹿 母 ネオヴィクトリア 母母 ピンクリップス 6戦1勝 賞金 6，380，000円
〔3走成績による出走制限〕 キョウエイアップ号・シドニートウショウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月20日まで

平地競走に出走できない。
※ディープパープル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

14064 6月20日 晴 不良 （3東京3） 第6日 第4競走 2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

815 サ ク ラ ロ ワ 牡3黒鹿56 C．ルメール�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 532 ―2：11．7 2．8�
24 ミッキーセサミ 牡3青鹿56 戸崎 圭太野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：11．8� 3．7�
48 ピュアブラッド �3鹿 56 団野 大成�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－182：12．01 6．1�
59 コ タ 牡3青鹿 56

55 ☆菅原 明良小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B458± 02：12．85 100．4�
510 カ キ エ モ ン 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 454－ 22：12．9� 33．6	
36 タンジェントアーク 牡3黒鹿56 内田 博幸大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ B436＋ 62：13．21� 7．1


713 ローラズウィシュ 牝3青 54
51 ▲永野 猛蔵�佐藤牧場 小島 茂之 新冠 佐藤牧場 B502－ 42：13．3� 23．0�

（法529）

612 マ イ バ ウ ム 牡3黒鹿56 田中 勝春栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B456＋ 4 〃 アタマ 44．1�
714 アスマスティーブ �3鹿 56 木幡 初也湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 442－ 42：13．4� 27．2
35 ピースアンドリンゴ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 静内フアーム 458－ 42：13．5� 24．6�
611 ファステストシチー 牡3芦 56 嶋田 純次 �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 454－ 82：13．7� 79．1�
12 アサクサトラマル 牡3黒鹿56 坂井 瑠星田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454± 02：14．12� 55．8�
23 トラストミー 牡3鹿 56 M．デムーロ江馬 由将氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 508－ 42：14．52� 28．4�
11 ミヤビプレシャス 牡3黒鹿56 吉田 豊村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 492＋ 22：15．14 49．1�
816 レッドアスラン 牡3鹿 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 520＋222：15．31 18．4�
47 ダ ヴ ィ ン チ 牡3栗 56 石川裕紀人�シンユウ企画 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 542－122：16．36 232．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，377，200円 複勝： 59，399，800円 枠連： 16，254，400円
馬連： 66，426，200円 馬単： 30，024，900円 ワイド： 67，284，300円
3連複： 121，416，600円 3連単： 132，373，400円 計： 537，556，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 150円 � 200円 枠 連（2－8） 510円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 410円 �� 580円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 6，090円

票 数

単勝票数 計 443772 的中 � 124909（1番人気）
複勝票数 計 593998 的中 � 99807（2番人気）� 116544（1番人気）� 67172（4番人気）
枠連票数 計 162544 的中 （2－8） 24407（1番人気）
馬連票数 計 664262 的中 �� 61917（1番人気）
馬単票数 計 300249 的中 �� 16870（1番人気）
ワイド票数 計 672843 的中 �� 43490（2番人気）�� 28738（5番人気）�� 33187（3番人気）
3連複票数 計1214166 的中 ��� 50758（1番人気）
3連単票数 計1323734 的中 ��� 15737（1番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―13．0―11．7―12．2―12．8―13．0―13．2―12．8―12．1―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．6―31．6―43．3―55．5―1：08．3―1：21．3―1：34．5―1：47．3―1：59．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ク ラ ロ ワ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2018．4．26生 牡3黒鹿 母 サクラレーヌ 母母 セダンフオーエバー 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ダヴィンチ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月20日まで平地競走に出走できない。



14065 6月20日 晴 稍重 （3東京3） 第6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

815 キミワクイーン 牝2鹿 54 M．デムーロ浦邊 輝實氏 奥村 武 安平 追分ファーム 424 ―1：25．7 5．5�
611 レッツリブオン 牡2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 434 ―1：25．8� 121．4�
816 ロジスピード 牝2黒鹿54 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458 ―1：25．91 6．0�
24 テンコウバヒ 牡2青鹿54 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 440 ―1：26．0クビ 34．4�
510 ジェネラルウィル 牝2栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 446 ―1：26．53� 2．4�
35 ニシノラーナ 牝2鹿 54 北村 宏司西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 486 ―1：26．6� 80．5	
612 エトワールジェンヌ 牝2鹿 54 戸崎 圭太福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 492 ―1：26．81� 8．3

11 オリーヴベリー 牡2黒鹿54 団野 大成 �シルクレーシング 武市 康男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：27．01� 71．9�
47 トーセンキッド 牡2青鹿54 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 458 ―1：27．21� 31．8
714 イデアノキセキ 牡2青鹿54 丸山 元気益田 修一氏 金成 貴史 浦河 中脇 満 430 ―1：27．3クビ 29．2�
12 イモータルフェイム 牝2鹿 54 柴田 善臣�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 466 ―1：27．51� 8．6�
713 ナ ム ラ ダ グ 牡2芦 54

53 ☆菅原 明良奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 412 ―1：27．6� 231．2�
23 ネイチャーバラン 牡2鹿 54 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 青森 石田 英機 462 ―1：27．81� 22．4�
48 ビ ー イ ン グ 牡2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか 中橋 正 456 ―1：27．9� 171．7�
36 カンタベリールビー 牝2鹿 54 岩部 純二峰 哲馬氏 柄崎 孝 新ひだか 藤吉牧場 418 ―1：28．96 328．4�
59 スターソルジャー 牡2芦 54

52 ◇藤田菜七子大田 恭充氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 418 ―1：29．11� 142．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，010，400円 複勝： 56，571，900円 枠連： 17，454，500円
馬連： 70，915，900円 馬単： 34，027，800円 ワイド： 58，601，300円
3連複： 111，860，400円 3連単： 122，159，200円 計： 530，601，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 1，610円 � 200円 枠 連（6－8） 1，060円

馬 連 �� 35，020円 馬 単 �� 43，770円

ワ イ ド �� 8，140円 �� 550円 �� 5，160円

3 連 複 ��� 38，340円 3 連 単 ��� 267，560円

票 数

単勝票数 計 590104 的中 � 89595（2番人気）
複勝票数 計 565719 的中 � 99539（2番人気）� 6543（12番人気）� 82132（3番人気）
枠連票数 計 174545 的中 （6－8） 12731（5番人気）
馬連票数 計 709159 的中 �� 1569（52番人気）
馬単票数 計 340278 的中 �� 583（81番人気）
ワイド票数 計 586013 的中 �� 1767（51番人気）�� 29846（5番人気）�� 2799（41番人気）
3連複票数 計1118604 的中 ��� 2188（87番人気）
3連単票数 計1221592 的中 ��� 331（554番人気）

ハロンタイム 13．3―12．6―13．1―13．1―11．8―10．8―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．3―25．9―39．0―52．1―1：03．9―1：14．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F33．6
3 ・（12，15）16（4，10）（1，6，11）（5，7，8，14）（3，2，13，9） 4 ・（12，15）16（4，10）6（1，11）7（5，8，14）（3，2，13）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キミワクイーン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2019．3．31生 牝2鹿 母 チェリーペトルズ 母母 チェリーフォレスト 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カフジペンタゴン号・ケイアイユニバース号

14066 6月20日 晴 稍重 （3東京3） 第6日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走13時05分 （芝・左）

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

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

11 グ ラ ヴ ィ ル 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 494－ 21：34．0 11．2�
612 ギャリエノワール 牡3青鹿56 戸崎 圭太�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 500－ 6 〃 クビ 2．3�
714 スーパービーム 牡3芦 56 石橋 脩平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 502－ 41：34．1� 6．2�
816 ボルゾーバー 牡3鹿 56 M．デムーロ尾上 寿夫氏 金成 貴史 浦河 荻伏三好フ

アーム 462＋ 61：34．31� 3．4�
12 サンキューベイリー 牝3鹿 54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 五月 476＋ 21：34．4クビ 20．8	
510� コスモカルティエ 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 愛 Redpender
Stud Ltd 470＋ 41：34．5� 60．1


24 レッドルーベンス 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 478＋ 4 〃 ハナ 8．1�
35 エ イ ペ ク ス 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 01：34．71� 17．0�
36 マリノアルカディア 牝3黒鹿54 団野 大成�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 444＋ 6 〃 ハナ 151．7
815 ゴールドベレー 牡3栗 56 北村 宏司居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 458± 01：35．33� 98．8�
713 アオイラブリー 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 市川フアーム 434± 01：35．4� 178．0�
47 ニシノリコリス 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 462＋161：35．5� 162．1�

48 ハートリープ 牝3鹿 54
51 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 396＋ 21：35．81� 271．3�
23 ヒカルマドンナ 牝3青鹿54 岩部 純二安蒜 一修氏 柄崎 孝 新冠 佐藤牧場 406＋ 6 〃 クビ 339．4�
59 デルマジザイ 牡3鹿 56 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム B470－ 41：35．9クビ 486．9�
611 マテラドリム 牡3黒鹿56 田中 勝春大野 照旺氏 宗像 義忠 新ひだか 村上牧場 488± 01：38．7大差 338．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，025，700円 複勝： 66，782，500円 枠連： 15，020，500円
馬連： 77，425，200円 馬単： 34，179，000円 ワイド： 63，155，600円
3連複： 111，477，400円 3連単： 137，002，700円 計： 553，068，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 260円 � 130円 � 170円 枠 連（1－6） 810円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 560円 �� 970円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 23，540円

票 数

単勝票数 計 480257 的中 � 34026（5番人気）
複勝票数 計 667825 的中 � 50033（5番人気）� 173495（1番人気）� 97497（3番人気）
枠連票数 計 150205 的中 （1－6） 14247（3番人気）
馬連票数 計 774252 的中 �� 42941（5番人気）
馬単票数 計 341790 的中 �� 6832（15番人気）
ワイド票数 計 631556 的中 �� 28198（6番人気）�� 15485（12番人気）�� 51158（3番人気）
3連複票数 計1114774 的中 ��� 30051（8番人気）
3連単票数 計1370027 的中 ��� 4219（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．0―46．9―59．1―1：10．3―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ヴ ィ ル �
�
父 Le Havre �

�
母父 Galileo デビュー 2021．5．15 東京7着

2018．4．24生 牝3黒鹿 母 アブソリュートレディ 母母 Lil’s Jessy 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ギャリエノワール号の騎手戸崎圭太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

グラヴィル号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マテラドリム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月20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） 1頭 ショウナンカリプソ号
（非抽選馬） 1頭 デルマアミダ号



14067 6月20日 晴 重 （3東京3） 第6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）
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
1：33．8
1：33．3

重
良

612 ルコルセール 牡3鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B516－ 21：35．6 2．9�
714� アナンシエーション 牡3栗 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 米 Colts Neck

Stables LLC 502＋ 21：35．7	 3．0�
47 トーホウボルツ 牡3黒鹿54 北村 宏司東豊物産� 田中 清隆 浦河 王蔵牧場 456－ 41：36．12	 13．7�
48 トモジャリア 牡3黒鹿54 戸崎 圭太吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 464－ 61：36．2	 16．1�
23 オセアダイナスティ 牡3栗 54 C．ルメール IHR 加藤 征弘 新冠 村田牧場 500± 01：36．3	 2．7	
24 ネオレインボウ 
5鹿 57 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 476＋ 41：36．82	 372．6

713 サ ル ー テ 
6鹿 57 武藤 雅小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 558－ 2 〃 クビ 402．1�
815� スカイテラス 牡4黒鹿57 内田 博幸 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B482＋ 41：37．65 341．0�
36 ガッツィーソート 牡6栗 57

54 ▲原 優介小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 512－ 2 〃 ハナ 428．2
35 キョウエイロナ 牝3鹿 52

50 ◇藤田菜七子田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 426± 01：37．81 153．2�
816 アンクラウデッド 牡3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 482± 01：37．91 35．1�
611� ア イ ノ ア 牝4鹿 55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 米

Fred W. Hertrich III,
John D. Fielding &
Robert L. Tribbett

506＋261：38．11 56．3�
12 ハ デ ィ ア 牡4鹿 57 江田 照男�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 460－ 21：38．31� 84．3�
510� グーガルドリームズ 
4黒鹿57 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako

Fujita 486＋ 41：38．4 397．5�
59 ダイチヴィット 牡4芦 57 坂井 瑠星服部 英利氏 竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 460± 01：39．14 421．5�
11 � トランペットシェル 牡4芦 57

56 ☆木幡 育也谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 496＋ 21：39．52 180．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，279，100円 複勝： 70，366，700円 枠連： 19，603，600円
馬連： 99，377，600円 馬単： 44，594，400円 ワイド： 72，245，300円
3連複： 156，239，800円 3連単： 224，553，300円 計： 747，259，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 180円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 200円 �� 460円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 3，710円

票 数

単勝票数 計 602791 的中 � 161281（2番人気）
複勝票数 計 703667 的中 � 166687（2番人気）� 180133（1番人気）� 72408（4番人気）
枠連票数 計 196036 的中 （6－7） 37561（1番人気）
馬連票数 計 993776 的中 �� 215254（1番人気）
馬単票数 計 445944 的中 �� 47815（1番人気）
ワイド票数 計 722453 的中 �� 107691（1番人気）�� 35162（5番人気）�� 45811（4番人気）
3連複票数 計1562398 的中 ��� 96323（2番人気）
3連単票数 計2245533 的中 ��� 43792（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．3―47．0―59．2―1：11．1―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルコルセール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．26 新潟9着

2018．4．13生 牡3鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ 5戦2勝 賞金 14，510，000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 パワポケプリメーロ号・フォーチュネイト号

14068 6月20日 晴 良 （3東京3） 第6日 第8競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時05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
1：56．1
1：56．1

良
良

77 フ ァ ユ エ ン 牝3鹿 52 三浦 皇成谷岡 毅氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡スタット 452－ 41：58．7 3．8�
44 アインゲーブング 牝3鹿 52

49 ▲永野 猛蔵 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 61：59．12� 3．0�

88 セ ナ リ ス ト 牝3黒鹿52 丸山 元気 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：59．2� 4．3�
11 エンジェルサークル 牝4黒鹿55 団野 大成吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 444＋ 81：59．3� 11．2�
66 リ ゼ ブ ル ー 牝5芦 55

52 ▲原 優介飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 496＋ 41：59．51� 76．0	
89 � ジェイケイエピファ 牝4青鹿55 木幡 巧也小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 482± 01：59．6� 6．3

33 レッドペルーシュ 牝4鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 416＋ 42：00．02� 11．3�
55 ウインアルカンナ 牝4黒鹿55 石川裕紀人�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 42：00．1� 12．8�
22 スズロザーナ 牝5栗 55 松若 風馬森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 444－ 22：00．2� 105．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 44，131，700円 複勝： 50，833，600円 枠連： 11，461，000円
馬連： 70，222，300円 馬単： 34，192，300円 ワイド： 55，040，800円
3連複： 92，806，300円 3連単： 147，690，000円 計： 506，378，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 130円 � 140円 枠 連（4－7） 670円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 260円 �� 340円 �� 300円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 441317 的中 � 90925（2番人気）
複勝票数 計 508336 的中 � 96474（2番人気）� 109702（1番人気）� 86484（3番人気）
枠連票数 計 114610 的中 （4－7） 13124（3番人気）
馬連票数 計 702223 的中 �� 86540（1番人気）
馬単票数 計 341923 的中 �� 21922（2番人気）
ワイド票数 計 550408 的中 �� 56331（1番人気）�� 39495（4番人気）�� 46612（2番人気）
3連複票数 計 928063 的中 ��� 84728（1番人気）
3連単票数 計1476900 的中 ��� 28498（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．7―12．1―12．1―11．9―11．6―11．5―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―24．6―36．3―48．4―1：00．5―1：12．4―1：24．0―1：35．5―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ユ エ ン �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．11．21 東京4着

2018．4．23生 牝3鹿 母 サクラパピルス 母母 サクラキャンドル 4戦2勝 賞金 14，570，000円
〔制裁〕 リゼブルー号の騎手原優介は，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：9番）

アインゲーブング号の騎手永野猛蔵は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）



14069 6月20日 晴 良 （3東京3） 第6日 第9競走 ��2，400�
ま ち だ

町 田 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス，2．6．20以降3．6．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

67 ドリームスピリット 牡6鹿 54 C．ルメール 落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 500－ 22：25．5 6．5�
11 ベスビアナイト �4鹿 54 菅原 明良 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 クビ 6．7�
78 ヒルノダカール 牡5青鹿56 北村 宏司�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 512＋ 42：25．6� 11．1�
79 ペ レ 牝5黒鹿54 M．デムーロ�NICKS 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456－ 22：25．81 3．7�
22 エドノフェリーチェ 牝4芦 54 津村 明秀遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B448－ 4 〃 アタマ 5．1	
55 エカテリンブルク 牡4青鹿54 石橋 脩吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 510＋ 4 〃 クビ 35．9

810 レッドクーゲル 牡5栗 53 吉田 豊 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 440－ 42：26．11� 80．7�
44 � ア ス テ ィ �5栗 54 江田 照男山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 430＋ 42：26．41� 49．4�
811 リーブルミノル 牡3栗 53 団野 大成吉岡 實氏 本田 優 洞	湖 レイクヴィラファーム 484＋142：26．61
 3．4
66 � ディスカバー �7鹿 53 原 優介村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B466－ 22：28．310 201．3�
33 ラ イ ル �5鹿 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490－102：34．2大差 25．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 52，493，700円 複勝： 73，301，600円 枠連： 15，717，200円
馬連： 100，598，700円 馬単： 40，955，700円 ワイド： 73，221，900円
3連複： 146，784，700円 3連単： 189，895，300円 計： 692，968，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 240円 � 330円 枠 連（1－6） 2，820円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，200円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 38，030円

票 数

単勝票数 計 524937 的中 � 64224（4番人気）
複勝票数 計 733016 的中 � 105250（4番人気）� 81237（5番人気）� 52073（6番人気）
枠連票数 計 157172 的中 （1－6） 4317（11番人気）
馬連票数 計1005987 的中 �� 29167（12番人気）
馬単票数 計 409557 的中 �� 6111（23番人気）
ワイド票数 計 732219 的中 �� 21313（12番人気）�� 15526（15番人気）�� 18702（14番人気）
3連複票数 計1467847 的中 ��� 16237（23番人気）
3連単票数 計1898953 的中 ��� 3620（141番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．1―12．4―12．2―12．3―12．3―12．0―11．7―11．5―11．4―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�
12．9―24．7―37．8―50．2―1：02．4―1：14．7―1：27．0―1：39．0―1：50．7―2：02．2―2：13．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームスピリット �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2017．10．29 東京5着

2015．3．28生 牡6鹿 母 ティーアイディップ 母母 シ ェ ー マ 29戦3勝 賞金 65，449，000円
〔その他〕 ライル号は，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〕 ライル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年7月20日まで出走できない。

14070 6月20日 曇 良 （3東京3） 第6日 第10競走 ��
��1，400�

た ま が わ

多摩川ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，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
1：19．4
1：19．0

良
良

815 フ レ ッ チ ア 牡6青鹿57 C．ルメール�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496± 01：20．4 3．8�
611 シャイニーロック 牡5鹿 57 松若 風馬小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 508－ 21：20．5� 9．1�
48 ショウナンバビアナ 牝5青鹿55 戸崎 圭太国本 哲秀氏 加藤士津八 日高 下河辺牧場 470－ 41：20．71	 74．3�
35 エイムアンドエンド 牡6鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 510＋ 61：20．8クビ 12．1�
23 タガノスカイハイ 牡6鹿 57 吉田 豊八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496－ 21：21．01 36．4	
713 トーセンリスト 牝5栗 55 江田 照男島川 
哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 454± 0 〃 アタマ 24．6�
24 ボーダーオブライフ 
7鹿 57 内田 博幸�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 482－ 41：21．1	 68．5�
11 ムーンチャイム 牝6栗 55 坂井 瑠星ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 41：21．2	 19．2
47 レ ノ ー ア 牝5栗 55 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 436＋ 2 〃 クビ 33．8�
510 リレーションシップ 牡4鹿 57 菅原 明良吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：21．3	 3．0�
714 アイスフィヨルド 牡6芦 57 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 456＋ 6 〃 アタマ 117．0�
59 シャワークライム 牝5黒鹿55 丸山 元気吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 464＋ 8 〃 クビ 6．7�
36 アルミューテン 牝7栗 55 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 510＋121：21．4� 112．2�
816 カ ル リ ー ノ 牡5鹿 57 北村 宏司 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 526＋ 61：21．5	 12．7�
12 チェーンオブラブ 牝4栗 55 三浦 皇成前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 4 〃 ハナ 26．3�
612 フィールザファラオ 牡6黒鹿57 柴田 善臣櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B478＋ 21：21．92 71．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，746，100円 複勝： 89，428，500円 枠連： 32，226，700円
馬連： 152，945，500円 馬単： 53，936，700円 ワイド： 112，884，800円
3連複： 241，441，900円 3連単： 251，965，500円 計： 994，575，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 340円 � 1，710円 枠 連（6－8） 1，380円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 780円 �� 4，520円 �� 9，430円

3 連 複 ��� 40，170円 3 連 単 ��� 155，330円

票 数

単勝票数 計 597461 的中 � 124126（2番人気）
複勝票数 計 894285 的中 � 176366（2番人気）� 65264（5番人気）� 10446（14番人気）
枠連票数 計 322267 的中 （6－8） 18048（6番人気）
馬連票数 計1529455 的中 �� 61561（6番人気）
馬単票数 計 539367 的中 �� 12400（10番人気）
ワイド票数 計1128848 的中 �� 39438（5番人気）�� 6278（50番人気）�� 2981（75番人気）
3連複票数 計2414419 的中 ��� 4507（121番人気）
3連単票数 計2519655 的中 ��� 1176（448番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．5―45．6―56．4―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．8
3 6，15（7，11）－（5，8）（3，13）（4，10）1（2，14）（9，16）－12 4 ・（6，15）11，7，8，5（3，13）10，4，14（1，2）（9，16）12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フ レ ッ チ ア �
�
父 Dansili �

�
母父 Medicean デビュー 2017．12．9 中山2着

2015．4．6生 牡6青鹿 母 ヴィアメディチ 母母 Via Milano 18戦4勝 賞金 86，036，000円
〔制裁〕 リレーションシップ号の騎手菅原明良は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：4番・1番・2

番・16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウィンドライジズ号・サンキューユウガ号・シャドウブロッサム号・セルフィー号

２レース目



14071 6月20日 曇 重 （3東京3） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第26回ユニコーンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ
競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

12 スマッシャー 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 468－ 21：34．4 13．4�

815 サ ヴ ァ 牡3黒鹿56 石川裕紀人藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 520＋ 21：34．51 79．0�
47 ケイアイロベージ �3芦 56 三浦 皇成 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B476± 01：34．71 5．4�
816 ルーチェドーロ 牡3栗 56 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B500＋ 61：35．12	 4．7�
36 クリーンスレイト 牡3栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 81：35．31 7．6�
48 サンライズウルス 牡3鹿 56 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 478－ 6 〃 クビ 13．0	
23 ティアップリオン 牡3芦 56 内田 博幸田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 470－ 21：35．51 20．2

510 プロバーティオ 牡3鹿 56 M．デムーロ�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 496± 01：35．92	 20．8�
611 ヴ ィ ゴ ー レ 牡3芦 56 丸山 元気�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464± 0 〃 ハナ 94．8�
59 ブラックアーメット 牡3黒鹿56 津村 明秀窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 508± 01：36．21
 41．1
11 ゲンパチフォルツァ 牡3鹿 56 木幡 巧也平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 508＋ 81：36．3クビ 10．3�
35 � イグナイター 牡3鹿 56 武藤 雅野田 善己氏 福永 敏 日高 春木ファーム 520＋ 6 〃 アタマ 94．5�

（大井）

24 � ラ ペ ル ー ズ 牡3鹿 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 B518－ 21：36．51	 4．5�
612 ロ ー ウ ェ ル 牡3黒鹿56 団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 548＋141：36．6	 47．6�
714 カレンロマチェンコ 牡3鹿 56 松若 風馬鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 462＋ 21：36．8
 18．8�
713 ピンクカメハメハ 牡3鹿 56 北村 宏司木村 久子氏 森 秀行 新ひだか 畠山牧場 466 （競走中止） 31．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 274，609，600円 複勝： 337，012，000円 枠連： 149，705，300円 馬連： 797，470，300円 馬単： 253，579，800円
ワイド： 546，887，700円 3連複： 1，539，828，400円 3連単： 1，628，390，400円 5重勝： 667，387，500円 計： 6，194，871，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 360円 � 1，870円 � 210円 枠 連（1－8） 1，510円

馬 連 �� 50，600円 馬 単 �� 78，550円

ワ イ ド �� 13，140円 �� 1，450円 �� 7，550円

3 連 複 ��� 107，560円 3 連 単 ��� 793，400円

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

キャリーオーバー なし����� 21，235，050円

票 数

単勝票数 計2746096 的中 � 163550（7番人気）
複勝票数 計3370120 的中 � 241177（6番人気）� 38527（15番人気）� 495756（1番人気）
枠連票数 計1497053 的中 （1－8） 76614（7番人気）
馬連票数 計7974703 的中 �� 12214（90番人気）
馬単票数 計2535798 的中 �� 2421（164番人気）
ワイド票数 計5468877 的中 �� 10555（90番人気）�� 100002（17番人気）�� 18436（69番人気）
3連複票数 計15398284 的中 ��� 10736（264番人気）
3連単票数 計16283904 的中 ��� 1488（1699番人気）
5重勝票数 差引計6673875（返還計684242） 的中 ����� 22

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．9―12．1―11．8―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．7―34．0―45．9―58．0―1：09．8―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマッシャー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．12 阪神5着

2018．4．6生 牡3鹿 母 ス マ ッ シ ュ 母母 ロフティーエイム 8戦3勝 賞金 57，223，000円
〔発走状況〕 ケイアイロベージ号は，発走地点で左前肢落鉄。発走時刻2分遅延。

ラペルーズ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 ピンクカメハメハ号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症し，向正面で転倒したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） 1頭 レディバグ号

14072 6月20日 曇 重 （3東京3） 第6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

36 アドマイヤルプス �4栗 57 C．ルメール 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 542－101：23．5 8．3�
510 スワーヴヨハン 牡4黒鹿57 戸崎 圭太�NICKS 田中 博康 新ひだか タイヘイ牧場 552－ 81：23．81� 3．5�
48 オレデイイノカ 牡3栗 54 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 484＋101：24．01� 14．7�
815 ノ ー リ ス 牡3黒鹿54 田辺 裕信榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 526＋ 41：24．31� 2．7�
35 ロングジャーニー 牝3栗 52

51 ☆菅原 明良密山 根成氏 武市 康男 新冠 三村 卓也 456＋ 41：24．4� 57．0�
11 シーオブドリームス 牝3青鹿52 津村 明秀	大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460－14 〃 クビ 12．6

47 エバーサニーハート 牡3黒鹿54 石橋 脩堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 482－ 2 〃 ハナ 9．3�
23 ヴァルゴスピカ 牝4鹿 55

52 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 446＋ 81：24．5クビ 32．4�
611 グラスディアブロ 牡4鹿 57 嶋田 純次半沢	 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B462＋ 61：24．71 127．3
714 セルフメイド 牡3栗 54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 494＋ 2 〃 クビ 20．0�
24 ジーガーオーシャン 牡3黒鹿54 木幡 初也	ジーガー 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 494＋ 41：24．8� 52．5�
59 カ ー ド 牝3黒鹿52 江田 照男井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム 458＋ 21：25．43� 45．3�
816 メルテッドハニー 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 398－141：25．5� 44．4�
612 グルナピーク 牝3黒鹿 52

49 ▲原 優介 	ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 市川牧場 442＋ 2 〃 ハナ 28．4�
713� ショーショーショー 牡4栃栗57 坂井 瑠星吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 520＋ 21：25．6クビ 106．7�
12 � サクラシャムロック 牡4鹿 57 嘉藤 貴行�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 494＋ 41：27．210 124．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 141，102，800円 複勝： 191，993，700円 枠連： 53，395，100円
馬連： 261，193，800円 馬単： 102，808，200円 ワイド： 243，256，800円
3連複： 460，943，900円 3連単： 547，722，500円 計： 2，002，416，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 310円 � 170円 � 370円 枠 連（3－5） 2，110円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，020円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 12，220円 3 連 単 ��� 62，980円

票 数

単勝票数 計1411028 的中 � 135316（3番人気）
複勝票数 計1919937 的中 � 143611（4番人気）� 369906（2番人気）� 117992（6番人気）
枠連票数 計 533951 的中 （3－5） 19601（9番人気）
馬連票数 計2611938 的中 �� 68650（8番人気）
馬単票数 計1028082 的中 �� 13397（19番人気）
ワイド票数 計2432568 的中 �� 64676（8番人気）�� 30185（20番人気）�� 60816（10番人気）
3連複票数 計4609439 的中 ��� 28274（36番人気）
3連単票数 計5477225 的中 ��� 6305（186番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―11．6―12．0―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．1―46．7―58．7―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤルプス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．9 東京5着

2017．2．11生 �4栗 母 カールファターレ 母母 エルフィンフェザー 6戦2勝 賞金 18，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時40分に変更。
〔発走状況〕 ショーショーショー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 グルナピーク号の騎手原優介は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヤマメ号・ルミエールソレイユ号

５レース目



（3東京3）第6日 6月20日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 172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

240，110，000円
8，210，000円
22，610，000円
1，670，000円
28，310，000円
73，840，000円
5，592，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
883，521，300円
1，191，362，400円
362，030，800円
1，869，697，300円
720，581，000円
1，444，525，000円
3，264，493，400円
3，748，436，300円
667，387，500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 14，152，035，000円

総入場人員 4，586名 （有料入場人員 4，319名）
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