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14025 6月11日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （4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

56 レーヴドオルフェ 牡5栗 60 石神 深一平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 524＋ 43：21．9 1．4�
44 アルーフクライ �8鹿 60 大江原 圭 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 484＋ 23：24．1大差 27．2�
812 エターナルボンド 牡5黒鹿60 草野 太郎 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B518＋ 23：25．48 17．7�
55 � デ ス ト ロ イ �8栗 60 伴 啓太諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B508± 03：25．71� 10．7�
22 	 アスタースウィング 牡8栗 60 白浜 雄造加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 524－ 43：26．76 18．7�
33 モーニングアヤメ 牝4栗 58 上野 翔今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 450＋163：28．29 23．6	
68 ブレイニーラン 牡7鹿 60

57 ▲小牧加矢太 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 482－ 23：30．1大差 5．5

67 � コラルブラッシュ 牡6鹿 60 小野寺祐太中島 俊房氏 伊藤 伸一 日高 Wing Farm 466± 03：32．5大差 133．2�
11 � アイファーチーター 牡4栗 60 蓑島 靖典中島 稔氏 的場 均 日高 Wing Farm 466－ 43：33．67 166．8�
79 アポロティアモ 牡5栗 60 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 506＋ 2 （競走中止） 14．6
710 ラマルセイエーズ 牝4鹿 58 大庭 和弥岡田 牧雄氏 堀内 岳志 新冠 タニグチ牧場 490＋ 2 （競走中止） 253．5�
811� コンモートフーガ 牡4黒鹿60 江田 勇亮Mr．ホース 南田美知雄 新冠 ハクツ牧場 496－ 6 （競走中止） 276．2�
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売 得 金
単勝： 23，899，100円 複勝： 80，937，500円 枠連： 9，620，200円
馬連： 36，146，100円 馬単： 26，929，700円 ワイド： 31，739，600円
3連複： 69，799，900円 3連単： 105，122，300円 計： 384，194，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 470円 � 220円 枠 連（4－5） 1，400円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 790円 �� 550円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 17，450円

票 数

単勝票数 計 238991 的中 � 133778（1番人気）
複勝票数 計 809375 的中 � 593212（1番人気）� 11759（8番人気）� 30874（4番人気）
枠連票数 計 96202 的中 （4－5） 5302（7番人気）
馬連票数 計 361461 的中 �� 15016（7番人気）
馬単票数 計 269297 的中 �� 9146（9番人気）
ワイド票数 計 317396 的中 �� 10352（8番人気）�� 15654（6番人気）�� 2497（26番人気）
3連複票数 計 697999 的中 ��� 9920（18番人気）
3連単票数 計1051223 的中 ��� 4367（60番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 54．8－3F 41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」
1
�
6＝10，4－2＝3－12－5－7－8＝1＝11
6＝4＝2＝（3，12）＝5＝7＝8－1

2
�
6＝（10，4）－2＝3，12－5－7－8＝1＝11
6＝4＝2＝（3，12）＝5＝7－（8，1）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レーヴドオルフェ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．10 小倉11着

2017．1．20生 牡5栗 母 ウ イ ン ル ナ 母母 ウインディアナ 障害：13戦1勝 賞金 21，090，000円
〔競走中止〕 アポロティアモ号は，1周目6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。

ラマルセイエーズ号は，2周目6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。
コンモートフーガ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目6号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

14026 6月11日 曇 良 （4東京3） 第3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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

46 バイタルエリア 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 加野牧場 518－ 41：38．1 5．1�

713 プラチナジェット 牝3青 54 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 日高 奥山 博 452＋ 21：38．2� 2．0�
712 フォレスタブル 牡3鹿 56 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 青森 清水 貞信 496＋ 71：38．3� 75．1�
814 デルマサラマンダー 牡3栗 56 吉田 豊浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 472－ 21：38．51� 40．0�
58 マサノカヴァリエ 牡3鹿 56 三浦 皇成中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル 476－ 51：38．6クビ 10．8�
59 ヴェルトクリーガー 牡3鹿 56 杉原 誠人 �YGGホースクラブ 大和田 成 日高 ヤナガワ牧場 506－ 41：38．92 159．4	
47 ト リ デ ン テ 牡3栗 56 内田 博幸大塚 亮一氏 田村 康仁 洞�湖 レイクヴィラファーム 514－101：39．01 50．2

23 エフティイライザ 牝3芦 54 菅原 明良吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484－ 61：39．53 29．6�
610 アオイトランプ �3鹿 56 木幡 巧也新谷 幸義氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 41：39．6	 164．9�
35 ジュングローリー 牡3芦 56 石川裕紀人河合 純二氏 中舘 英二 新ひだか 坂本 智広 442－ 61：39．7クビ 375．1
22 リュウキュウカリー 牡3鹿 56 木幡 育也棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 北洋牧場 B448＋ 6 〃 ハナ 48．3�
34 アポロキラナ 牝3鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新冠 中央牧場 480＋ 21：40．12� 40．5�
611 ユイノペニーワイズ 牡3黒鹿56 江田 照男由井健太郎氏 辻 哲英 浦河 川越ファーム 456± 01：40．31� 4．9�
11 
 カナラクリーク 牡3栗 56 石橋 脩ゴドルフィン 手塚 貴久 米

William B. Har-
rigan & Mike
Pietrangelo

B496－ 21：40．4クビ 8．8�
815 テイエムエクセル 牡3鹿 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 中本牧場 474± 01：43．4大差 99．1�
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売 得 金
単勝： 33，718，500円 複勝： 48，734，700円 枠連： 10，853，800円
馬連： 54，093，100円 馬単： 27，425，200円 ワイド： 52，079，400円
3連複： 84，710，500円 3連単： 92，421，800円 計： 404，037，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 120円 � 890円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 330円 �� 4，520円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 33，300円

票 数

単勝票数 計 337185 的中 � 52302（3番人気）
複勝票数 計 487347 的中 � 74997（2番人気）� 141228（1番人気）� 8571（11番人気）
枠連票数 計 108538 的中 （4－7） 15291（1番人気）
馬連票数 計 540931 的中 �� 62740（1番人気）
馬単票数 計 274252 的中 �� 12666（5番人気）
ワイド票数 計 520794 的中 �� 46375（1番人気）�� 2674（42番人気）�� 11013（14番人気）
3連複票数 計 847105 的中 ��� 10589（20番人気）
3連単票数 計 924218 的中 ��� 2012（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―34．8―47．0―59．9―1：12．3―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．2
3 13，8（6，9）（4，7）（3，11）12，2，15，14，5－10－1 4 13（9，7）8（6，12）11（4，3）2（14，15）5－10－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バイタルエリア �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2022．3．27 中京14着

2019．5．3生 牡3黒鹿 母 バイタルクィーン 母母 コンテッサクィーン 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムエクセル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月11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11日 曇 良 （4東京3） 第3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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 ナツイチバン 牝3栗 54 吉田 豊鈴木 康弘氏 村田 一誠 浦河 有限会社
吉田ファーム 448－ 41：24．2 13．4�

11 サイキョウノオンナ 牝3栗 54 内田 博幸山本 精一氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 466－ 41：24．62� 7．1�
510 サリーギャップ 牝3鹿 54 三浦 皇成�梅田牧場 加藤士津八 浦河 梅田牧場 B468－ 21：25．02� 4．1�
816 セオリーリターン 牝3黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 460＋101：25．42 6．1�
815 ヴェラフォルツァ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 448＋ 91：25．51 22．9	

12 ミラーレイク 牝3鹿 54
51 ▲佐々木大輔 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 444＋ 8 〃 ハナ 52．9


23 エレガントミッシー 牝3黒鹿54 菅原 明良伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 ヤナガワ牧場 420－ 41：26．03 2．3�
35 リンクスアイ 牝3栗 54 M．デムーロ目谷 一幸氏 土田 稔 日高 山田 政宏 468＋ 61：26．32 30．8�
713 キタノポーションズ 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 410＋ 21：26．51 53．7
714 ヒ イ ラ ギ 牝3芦 54 野中悠太郎�日東牧場 稲垣 幸雄 浦河 日東牧場 464－ 21：26．6� 196．3�
48 スローテキーラ 牝3青鹿54 松岡 正海吉田 千津氏 西田雄一郎 千歳 社台ファーム 456－ 41：26．7� 19．7�
612 シエリナロッジ 牝3鹿 54 武藤 雅小林 弘明氏 青木 孝文 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 468＋ 11：27．12� 287．8�
47 レ イ ア リ イ 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 400＋ 4 〃 アタマ 91．9�

59 キ ー エ デ ン 牝3鹿 54 杉原 誠人北前孔一郎氏 黒岩 陽一 新冠 中本牧場 440－181：27．41� 600．9�
611 マールシュトローム 牝3鹿 54

51 ▲原 優介玉置 潔氏 深山 雅史 安平 �橋本牧場 494－ 21：28．99 349．9�
36 アルドゥエンナ 牝3青鹿54 木幡 巧也 �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 434± 01：30．8大差 44．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，255，800円 複勝： 53，261，500円 枠連： 12，837，300円
馬連： 51，020，600円 馬単： 24，394，200円 ワイド： 50，886，800円
3連複： 78，012，700円 3連単： 82，189，100円 計： 386，858，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 350円 � 170円 � 180円 枠 連（1－2） 550円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 8，470円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 1，400円 �� 660円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 58，990円

票 数

単勝票数 計 342558 的中 � 20420（5番人気）
複勝票数 計 532615 的中 � 31801（5番人気）� 90307（2番人気）� 80534（3番人気）
枠連票数 計 128373 的中 （1－2） 17802（2番人気）
馬連票数 計 510206 的中 �� 10348（13番人気）
馬単票数 計 243942 的中 �� 2160（29番人気）
ワイド票数 計 508868 的中 �� 10827（13番人気）�� 9131（16番人気）�� 20752（6番人気）
3連複票数 計 780127 的中 ��� 8485（21番人気）
3連単票数 計 821891 的中 ��� 1010（185番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．8―47．9―59．7―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナツイチバン �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2022．1．10 中山3着

2019．3．3生 牝3栗 母 ワインレッド 母母 フェアレストケープ 5戦1勝 賞金 8，000，000円
〔その他〕 アルドゥエンナ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マールシュトローム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月11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〕 シエリナロッジ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月11日まで平地競走に出走できな

い。

14028 6月11日 曇 良 （4東京3） 第3日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時45分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

510 セッタレダスト 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 浦河 北光牧場 484＋ 61：34．1 243．7�
714 セキテイオー 牡3青鹿56 M．デムーロ杉山 元洋氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 472± 0 〃 クビ 2．5�
59 パトリックハンサム 牡3青鹿56 内田 博幸宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 466－ 21：34．62� 21．6�
35 チューウィー 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 浦河 金石牧場 430± 0 〃 ハナ 12．2�
713 スカイコップス 牡3黒鹿56 田辺 裕信寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480－ 6 〃 クビ 44．3�
11 ヒ メ ゴ ゼ ン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 400＋ 21：34．81 62．9

48 ライブインステラ 牝3青 54 石橋 脩吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 474± 01：34．9� 4．5�
24 ヴィアルネッサンス 牝3鹿 54 武藤 雅吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 432－ 21：35．01 28．2�
817 ローシュタイン 牡3黒鹿56 木幡 巧也天堀 忠博氏 牧 光二 浦河 近藤牧場 472－ 81：35．1� 14．5
12 エコロブレーヴ 牡3栗 56 石川裕紀人原村 正紀氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋101：35．2� 5．2�
47 フクチャンクイーン 牝3黒鹿54 C．ルメール 福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 430＋ 41：35．41� 28．4�
612 ブルーグラスソング 牝3黒鹿54 吉田 豊	タイヘイ牧場 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 21：35．5クビ 58．7�
816 ココリヴァルキリー 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵美﨑光二郎氏 古賀 慎明 日高 厚賀古川牧場 424－ 21：35．6� 26．0�
23 ヘールボップ 牡3青鹿56 三浦 皇成西森 功氏 中川 公成 様似 清水スタッド 494 ―1：35．71 27．8�
715 ナ ム ラ ロ ロ 牡3栗 56 江田 照男奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 426± 0 〃 同着 24．0�
36 � スプリームメロディ 牝3栗 54 杉原 誠人新木 鈴子氏 伊藤 大士 米

Mshawish Syn-
dicate & Chris
Girdley

436＋ 21：37．29 450．3�
818� グレートイースタン 牝3芦 52

49 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 土田 稔 豪 Yulong Invest-
ments Yulong Stud 468 ―1：37．41� 285．4�

（17頭）
611 ダブルダブル 牡3鹿 56 菅原 明良千明牧場 尾関 知人 日高 千明牧場 442－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，535，100円 複勝： 59，717，100円 枠連： 18，015，100円
馬連： 50，769，000円 馬単： 21，268，700円 ワイド： 56，680，500円
3連複： 68，834，300円 3連単： 63，698，800円 計： 375，518，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 24，370円 複 勝 � 3，370円 � 140円 � 550円 枠 連（5－7） 2，960円

馬 連 �� 23，390円 馬 単 �� 54，810円

ワ イ ド �� 8，070円 �� 25，960円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 91，690円 3 連 単 ��� 1，073，990円

票 数

単勝票数 差引計 365351（返還計 64208） 的中 � 1199（15番人気）
複勝票数 差引計 597171（返還計 89976） 的中 � 3321（15番人気）� 160139（1番人気）� 23244（7番人気）
枠連票数 差引計 180151（返還計 1244） 的中 （5－7） 4712（13番人気）
馬連票数 差引計 507690（返還計213631） 的中 �� 1682（57番人気）
馬単票数 差引計 212687（返還計 91269） 的中 �� 291（129番人気）
ワイド票数 差引計 566805（返還計199352） 的中 �� 1775（69番人気）�� 548（100番人気）�� 15261（9番人気）
3連複票数 差引計 688343（返還計473832） 的中 ��� 563（217番人気）
3連単票数 差引計 636988（返還計460657） 的中 ��� 43（1733番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．5―47．4―59．3―1：10．4―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．8
3 10－1－14（5，17）18（4，9）（3，6，7，12）（2，13）8，16，15 4 10－1（5，14，17）（4，9，18）（3，7，12）（2，6，13）（8，16）－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セッタレダスト �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2021．9．5 新潟6着

2019．5．10生 牡3黒鹿 母 ラストアウィン 母母 シャルムマイヤー 8戦1勝 賞金 5，200，000円
〔競走除外〕 ダブルダブル号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 エコロブレーヴ号は，発進不良〔出遅れ〕。



14029 6月11日 曇 良 （4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

68 ロッソランパンテ 牝2鹿 54 三浦 皇成堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 450 ―1：23．1 23．3�
33 フィンガークリック 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 クビ 3．8�
56 エクソソーム 牝2黒鹿54 M．デムーロ青山 洋一氏 矢野 英一 日高 リコーファーム 414 ― 〃 ハナ 8．8�
69 コンエネルジア 牡2鹿 54 D．レーン �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500 ―1：23．2� 2．2�

（豪）

11 ドライカプチーノ 牝2芦 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 432 ―1：23．62� 111．7�
44 ノーブルミステリー 牝2黒鹿54 田中 勝春吉木 伸彦氏 菊川 正達 浦河 金成吉田牧場 436 ―1：23．7クビ 18．1	
22 シャープソーン 牝2鹿 54 石橋 脩ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438 ―1：23．8� 21．2

711 ユイノオトコヤマ 牡2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 458 ― 〃 アタマ 49．7�
812 キタノマルティス 牝2栗 54 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新ひだか 斉藤スタッド 426 ―1：24．12 206．6�
45 カレイジャス 牝2鹿 54 戸崎 圭太ケンレーシング組合 嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム 432 ―1：24．41� 7．1
813 ケネディテソーロ 牡2栗 54 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 武市 康男 日高 リョーケンファー
ム株式会社 474 ―1：24．93 21．0�

710 トーセンサクセス 牡2黒鹿 54
52 △永野 猛蔵島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 476 ―1：25．11� 162．6�
57 ツクバセイヴァー 牝2栗 54 柴田 大知細谷 武史氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ

アーム 398 ―1：25．31� 147．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 54，413，300円 複勝： 44，944，800円 枠連： 10，445，200円
馬連： 58，556，500円 馬単： 31，843，400円 ワイド： 50，126，400円
3連複： 81，425，600円 3連単： 116，455，200円 計： 448，210，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，330円 複 勝 � 440円 � 160円 � 230円 枠 連（3－6） 360円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 9，770円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 2，040円 �� 550円

3 連 複 ��� 6，080円 3 連 単 ��� 55，000円

票 数

単勝票数 計 544133 的中 � 19784（8番人気）
複勝票数 計 449448 的中 � 21053（8番人気）� 86530（2番人気）� 51514（4番人気）
枠連票数 計 104452 的中 （3－6） 22207（1番人気）
馬連票数 計 585565 的中 �� 12677（14番人気）
馬単票数 計 318434 的中 �� 2444（29番人気）
ワイド票数 計 501264 的中 �� 12145（14番人気）�� 6008（24番人気）�� 24655（5番人気）
3連複票数 計 814256 的中 ��� 10034（21番人気）
3連単票数 計1164552 的中 ��� 1535（165番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．2―11．8―11．3―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．7―36．9―48．7―1：00．0―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロッソランパンテ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．2．21生 牝2鹿 母 マ ウ ロ ア 母母 レースドール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ロッソランパンテ号の騎手三浦皇成は，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：4番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

14030 6月11日 曇 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

66 キタサンドーシン 牡3青鹿 56
54 △永野 猛蔵�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 B448＋ 42：12．5 15．3�

44 アーバンデザイン 牡3栗 56 D．レーン �社台レースホース和田 雄二 千歳 社台ファーム B510－ 42：12．71� 3．7�
（豪）

67 ブランショセット 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 中川 公成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 02：13．23 2．9�

55 アコークロー 牝3鹿 54 丸田 恭介�G1レーシング 大竹 正博 安平 追分ファーム 482－ 4 〃 クビ 5．5�
22 ガンガディン 牡3黒鹿56 菅原 明良田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 460－ 62：13．3� 58．4	
78 ソニックバローズ 牡3鹿 56 三浦 皇成猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 516＋122：13．72� 14．5

11 サンブルーミントン 牡3黒鹿56 松岡 正海 �加藤ステーブル 深山 雅史 日高 株式会社

ケイズ 450＋102：14．02 247．6�
79 キタノデイジョブ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 三石川上牧場 476－ 42：14．1� 20．3�
810 バンフィエルド 牡3栗 56 石川裕紀人�G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－102：14．2� 10．8
33 イケメンプリンス 牡3鹿 56 木幡 巧也吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B480＋ 22：15．37 23．5�
811 パーペチュイティ 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 578－ 42：15．4クビ 7．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 44，757，300円 複勝： 56，780，000円 枠連： 12，144，500円
馬連： 61，186，700円 馬単： 27，318，100円 ワイド： 55，608，100円
3連複： 87，509，700円 3連単： 107，191，800円 計： 452，496，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 340円 � 160円 � 150円 枠 連（4－6） 580円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 9，120円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，020円 �� 280円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 31，260円

票 数

単勝票数 計 447573 的中 � 23253（7番人気）
複勝票数 計 567800 的中 � 32507（8番人気）� 103109（2番人気）� 111355（1番人気）
枠連票数 計 121445 的中 （4－6） 16126（2番人気）
馬連票数 計 611867 的中 �� 13075（17番人気）
馬単票数 計 273181 的中 �� 2246（37番人気）
ワイド票数 計 556081 的中 �� 11116（21番人気）�� 12959（13番人気）�� 58723（1番人気）
3連複票数 計 875097 的中 ��� 18596（10番人気）
3連単票数 計1071918 的中 ��� 2486（112番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．8―13．1―12．2―12．6―13．1―12．9―12．5―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．7―31．5―44．6―56．8―1：09．4―1：22．5―1：35．4―1：47．9―2：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．1
1
3
4，8（2，11）（6，7）－（3，5，9）10，1・（7，8）11（4，6）（2，5，9）－3，10－1

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

勝馬の
紹 介

キタサンドーシン �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．12．5 中山5着

2019．3．24生 牡3青鹿 母 ス ル タ ー ナ 母母 ラヴァーズレーン 4戦1勝 賞金 5，900，000円
〔制裁〕 アコークロー号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



14031 6月11日 曇 良 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

816� ブーケドフルール 牝4青鹿55 三浦 皇成村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 430＋ 81：37．4 36．0�
24 スマイルオンミー 牝3黒鹿52 武藤 雅 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 512－121：37．5� 7．3�
47 リンクスルーファス 牝3鹿 52 津村 明秀 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502－121：37．6� 1．9�
714 ニシノスピカ 牝3芦 52 菅原 明良西山 茂行氏 鈴木 伸尋 浦河 ガーベラパー

クスタツド 474± 01：37．7クビ 4．2�
510 ラ ズ ラ イ ト 牝3鹿 52

49 ▲原 優介スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 築紫 洋 426－ 21：37．8� 17．7�
48 � パリスデージー 牝5黒鹿55 石橋 脩松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：38．01� 54．2	
12 オ ル コ ス 牝3鹿 52 戸崎 圭太ライオンレースホース
 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：38．1� 8．7�
35 デリシュレーヌ 牝4青鹿55 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 B482－ 21：38．2アタマ 43．4�
611 マリノプリエール 牝3鹿 52

50 △永野 猛蔵
クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 458＋ 61：38．52 15．6
23 スマイルアモーレ 牝4鹿 55 田辺 裕信星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 B456＋ 21：38．71 42．6�
612 ア デ ウ ス 牝4鹿 55 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 456＋ 8 〃 クビ 215．2�
11 ゴ ム マ リ 牝7黒鹿55 野中悠太郎田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 506＋141：38．91� 174．0�
59 � コパノセイバー 牝4鹿 55

52 ▲水沼 元輝小林 照弘氏 深山 雅史 新冠 上井農場 B506＋ 21：39．0� 352．6�
36 スノーグレース 牝3栗 52 杉原 誠人 �シルクレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：39．42� 66．9�
713 シゲルオテンバ 牝4鹿 55 内田 博幸森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 ハナ 70．8�
815 ボンクラージュ 牝3黒鹿52 石川裕紀人落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 442＋ 61：39．82 149．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，268，900円 複勝： 64，613，800円 枠連： 14，805，600円
馬連： 71，283，900円 馬単： 35，227，800円 ワイド： 70，033，300円
3連複： 115，717，000円 3連単： 149，421，200円 計： 569，371，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，600円 複 勝 � 450円 � 220円 � 120円 枠 連（2－8） 8，300円

馬 連 �� 13，210円 馬 単 �� 43，170円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 1，000円 �� 360円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 126，250円

票 数

単勝票数 計 482689 的中 � 10724（7番人気）
複勝票数 計 646138 的中 � 24501（7番人気）� 63007（3番人気）� 215287（1番人気）
枠連票数 計 148056 的中 （2－8） 1381（22番人気）
馬連票数 計 712839 的中 �� 4180（29番人気）
馬単票数 計 352278 的中 �� 612（72番人気）
ワイド票数 計 700333 的中 �� 5330（30番人気）�� 17373（11番人気）�� 55647（2番人気）
3連複票数 計1157170 的中 ��� 14947（18番人気）
3連単票数 計1494212 的中 ��� 858（304番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．6―48．5―1：01．2―1：13．4―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブーケドフルール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ネオユニヴァース

2018．2．24生 牝4青鹿 母 クラリスピンク 母母 チャーミングクリス 6戦1勝 賞金 7，700，000円
初出走 JRA

※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 インディナート号

14032 6月11日 曇 良 （4東京3） 第3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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

88 バトルボーン 牡3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 484－ 81：58．9 1．4�
66 サイモンバロン 牡3鹿 54 戸崎 圭太澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 新井 昭二 470－ 41：59．43 4．9�
77 アップストローク �3黒鹿54 木幡 巧也吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 456± 01：59．5	 8．3�
22 テーオーシリウス 牡4黒鹿 57

55 △永野 猛蔵小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 B458－ 8 〃 アタマ 47．6�
44 サクセスシュート 牡3鹿 54 田辺 裕信柴田実千代氏 久保田貴士 浦河 小島牧場 478＋ 62：00．13
 7．7�
89 マイネルアルザス 牡3鹿 54 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 464－ 22：00．41	 85．8


33 ビーマイセルフ 牝4青鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 454－ 42：00．71	 54．5�
55 ウインシュクラン �4栗 57 石川裕紀人	ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 458± 02：01．01	 24．1�

（8頭）
11 タ シ ッ ト 牡3鹿 54 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，711，000円 複勝： 124，295，400円 枠連： 7，128，000円
馬連： 49，480，400円 馬単： 39，596，900円 ワイド： 39，973，300円
3連複： 65，843，700円 3連単： 192，368，400円 計： 564，397，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（6－8） 280円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 130円 �� 190円 �� 350円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，170円

票 数

単勝票数 差引計 457110（返還計 2044） 的中 � 258284（1番人気）
複勝票数 差引計1242954（返還計 1339） 的中 � 933651（1番人気）� 123965（2番人気）� 53158（4番人気）
枠連票数 差引計 71280（返還計 1709） 的中 （6－8） 19380（1番人気）
馬連票数 差引計 494804（返還計 3908） 的中 �� 149130（1番人気）
馬単票数 差引計 395969（返還計 3198） 的中 �� 96974（1番人気）
ワイド票数 差引計 399733（返還計 2350） 的中 �� 101471（1番人気）�� 49935（3番人気）�� 21098（6番人気）
3連複票数 差引計 658437（返還計 9748） 的中 ��� 102160（2番人気）
3連単票数 差引計1923684（返還計 23186） 的中 ��� 118372（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．3―12．0―12．4―12．0―11．8―11．5―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．3―47．3―59．7―1：11．7―1：23．5―1：35．0―1：47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

バトルボーン 
�
父 シルバーステート 

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．11．21 東京2着

2019．4．27生 牡3鹿 母 コ ン カ ラ ン 母母 ク バ タ ー 3戦2勝 賞金 15，700，000円
〔出走取消〕 タシット号は，疾病〔胸部挫創〕のため出走取消。



14033 6月11日 曇 良 （4東京3） 第3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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

59 ド ン カ ポ ノ 牡4鹿 57 三浦 皇成山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 520－181：35．9 5．1�
510� ウインジョイフル 牡5青鹿57 内田 博幸庄司 修二氏 鈴木慎太郎 新ひだか 松田牧場 500± 01：36．0� 13．6�
713 ニシノアジャスト 牡4青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B522－ 61：36．21� 32．4�
23 ユイノチャッキー 牡4栗 57 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 B502－ 21：36．3� 3．5�
36 スイートフィル 牝4芦 55 菅原 明良シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 474＋ 61：36．4	 8．1�
611� ビヨンドザシーン 牡4黒鹿57 戸崎 圭太�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 462± 01：36．5	 11．4	
11 � マブストーク 牡4鹿 57 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 480＋ 61：36．71� 33．6

48 アドアステラ 牝6栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B460± 01：36．8クビ 45．7�
47 ホウオウジャッジ 牡7鹿 57 永野 猛蔵小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 476－ 81：37．11	 140．8�
612 ダイシンピスケス 牡4鹿 57 C．ルメール 大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 496－ 2 〃 ハナ 3．8
815 フレイムウィングス 
5青鹿57 松岡 正海ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 4 〃 クビ 13．0�
816 マイコレット 牝4芦 55 木幡 育也伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 B500＋ 21：37．2クビ 263．4�
24 ゴールドフレーム 
6栗 57 石川裕紀人外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 ハナ 27．6�
35 コ ス モ オ リ 牡5栗 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B458－ 21：37．51� 93．3�
714 ペプチドオリバー 牡6栗 57 江田 照男沼川 一彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 488± 01：38．03 195．9�
12 タケルラスティ 牡5栗 57 石橋 脩森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 21：38．53� 106．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，932，800円 複勝： 88，513，400円 枠連： 22，119，400円
馬連： 119，994，400円 馬単： 43，898，900円 ワイド： 105，552，300円
3連複： 189，815，400円 3連単： 191，681，900円 計： 821，508，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 250円 � 300円 � 1，090円 枠 連（5－5） 3，110円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 3，510円 �� 5，350円

3 連 複 ��� 38，000円 3 連 単 ��� 140，510円

票 数

単勝票数 計 599328 的中 � 92225（3番人気）
複勝票数 計 885134 的中 � 104754（4番人気）� 81868（5番人気）� 17883（11番人気）
枠連票数 計 221194 的中 （5－5） 5509（13番人気）
馬連票数 計1199944 的中 �� 27549（14番人気）
馬単票数 計 438989 的中 �� 6051（21番人気）
ワイド票数 計1055523 的中 �� 26382（13番人気）�� 7629（38番人気）�� 4977（51番人気）
3連複票数 計1898154 的中 ��� 3746（108番人気）
3連単票数 計1916819 的中 ��� 989（427番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．2―11．3―11．6―12．1―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．4―45．7―57．3―1：09．4―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ン カ ポ ノ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Tiznow デビュー 2020．10．11 京都1着

2018．4．15生 牡4鹿 母 エルクイーン 母母 エキゾチックエレガンス 10戦3勝 賞金 40，471，000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 コトブキアルニラム号

14034 6月11日 曇 良 （4東京3） 第3日 第10競走 ��1，600�
あ し の こ

芦 ノ 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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

88 ボ ー デ ン 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：35．1 1．4�
66 ココリホウオウ 牡4鹿 57 戸崎 圭太美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 472－ 41：35．21 3．6�
89 ミ ズ リ ー ナ 牝5鹿 55 的場 勇人北山 敏�氏 的場 均 浦河 ヒダカフアーム 488± 01：35．51� 28．0�
77 メイショウベッピン 牝5鹿 55 菅原 明良松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 492＋ 2 〃 アタマ 6．6�
55 ラキャラントシス 牝5栗 55 永野 猛蔵�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 486＋ 61：35．92� 25．2	
33 � ブルーエクセレンス 牡6青鹿57 M．デムーロゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－101：36．11� 26．5

11 メイショウカミシマ 牡8黒鹿57 柴田 善臣松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 470± 01：36．2� 84．2�
22 シベリアンタイガー �11鹿 57 柴田 大知岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 増本 良孝 490± 0 〃 クビ 85．5�
44 オンワードセルフ 牡6鹿 57 丸田 恭介樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B488－ 21：36．62� 161．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 51，311，700円 複勝： 136，314，900円 枠連： 13，319，200円
馬連： 74，084，500円 馬単： 62，592，000円 ワイド： 52，304，300円
3連複： 113，771，000円 3連単： 347，973，800円 計： 851，671，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 � 250円 枠 連（6－8） 200円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 140円 �� 430円 �� 620円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 1，810円

票 数

単勝票数 計 513117 的中 � 281379（1番人気）
複勝票数 計1363149 的中 � 1050375（1番人気）� 114648（2番人気）� 26765（6番人気）
枠連票数 計 133192 的中 （6－8） 49625（1番人気）
馬連票数 計 740845 的中 �� 260002（1番人気）
馬単票数 計 625920 的中 �� 161151（1番人気）
ワイド票数 計 523043 的中 �� 129683（1番人気）�� 25638（7番人気）�� 16513（9番人気）
3連複票数 計1137710 的中 ��� 101175（4番人気）
3連単票数 計3479738 的中 ��� 139323（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．4―12．6―12．3―11．2―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．4―49．0―1：01．3―1：12．5―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．8
3 9，6，2（5，7）1（4，8）3 4 9，6，2（5，7）（4，1，8，3）

勝馬の
紹 介

ボ ー デ ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．13 中山2着

2018．2．16生 牡4鹿 母 ボージェスト 母母 アドマイヤグルーヴ 10戦3勝 賞金 59，534，000円



14035 6月11日 曇 良 （4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，R3．6．12以降R4．6．5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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

59 ヴェラアズール 牡5青 56 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－ 22：25．7 2．5�

712 ブレークアップ 牡4栗 55 戸崎 圭太阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 492＋ 42：26．01� 14．6�
47 レッドヴェロシティ 牡4黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B540＋ 22：26．21� 4．2�
46 プリュムドール 牝4栗 53 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 462－ 22：26．51� 8．7�
23 ボーンジーニアス 牡4鹿 54 田辺 裕信和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 468＋ 62：26．6� 15．6	
814 サ ペ ラ ヴ ィ 牡5鹿 54 永野 猛蔵伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 B478－ 4 〃 クビ 360．6

611 タイセイシリウス 牡5鹿 53 三浦 皇成田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 488－ 42：26．7� 82．6�
11 アイブランコ 牡5栗 54 松岡 正海ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 512－ 62：26．8� 34．0�
22 テ ン カ ハ ル 牡4栗 55 D．レーン ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490－ 62：26．9� 7．7

（豪）

58 ポッドボレット 牡3鹿 53 吉田 豊小川眞査雄氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 492－102：27．21� 9．9�
610 モ ク レ レ �8黒鹿54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498－10 〃 クビ 123．9�
713 サトノラディウス �6鹿 55 川島 信二 �サトミホースカンパニー 新谷 功一 千歳 社台ファーム 486＋ 22：27．3� 83．2�
34 スペシャルドラマ 牡4鹿 54 菅原 明良大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 522＋ 22：27．51� 22．1�
35 レイオブウォーター 牡4青鹿55 津村 明秀大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 500－ 42：27．81� 33．7�
815 ノーチカルチャート 牡6青鹿54 石川裕紀人 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 494± 02：28．54 182．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 125，329，400円 複勝： 169，861，600円 枠連： 72，044，400円
馬連： 316，440，100円 馬単： 122，362，300円 ワイド： 238，324，900円
3連複： 541，781，000円 3連単： 623，582，100円 計： 2，209，725，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 320円 � 160円 枠 連（5－7） 1，270円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 690円 �� 250円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 18，020円

票 数

単勝票数 計1253294 的中 � 398118（1番人気）
複勝票数 計1698616 的中 � 416942（1番人気）� 96140（7番人気）� 292563（2番人気）
枠連票数 計 720444 的中 （5－7） 43780（6番人気）
馬連票数 計3164401 的中 �� 132672（6番人気）
馬単票数 計1223623 的中 �� 32063（9番人気）
ワイド票数 計2383249 的中 �� 82528（7番人気）�� 286414（1番人気）�� 34305（20番人気）
3連複票数 計5417810 的中 ��� 105696（11番人気）
3連単票数 計6235821 的中 ��� 25078（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．1―38．3―51．4―1：03．8―1：15．7―1：27．9―1：40．0―1：51．4―2：02．6―2：13．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェラアズール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．3．20 阪神2着

2017．1．19生 牡5青 母 ヴェラブランカ 母母 アドマイヤサンデー 20戦4勝 賞金 77，794，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

14036 6月11日 曇 良 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

23 ゼンカイテン 牡3芦 54 田辺 裕信川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 466－ 61：23．6 17．8�
47 ア イ ス マ ン 牡4芦 57 戸崎 圭太岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 454－ 4 〃 ハナ 13．6�
611 パ ウ オ レ 牝3栗 52 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 嘉藤 貴行 新冠 佐藤牧場 464± 0 〃 アタマ 1．6�
815 ゲンパチプライド 牡3黒鹿 54

51 ▲水沼 元輝平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 上村 清志 478＋ 81：24．34 29．9�
12 フ レ ー ゲ ル 牡4鹿 57 津村 明秀内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 新冠 石田牧場 484－141：24．4� 37．2�
24 エストレラブレイン 牡4栗 57 C．ルメール エンジェルレーシング� 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 524－ 21：24．5� 5．1	
59 ダンディジャック 牡3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵
サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 476－ 21：24．6クビ 13．1�
35 � ライラテソーロ 牡4鹿 57

54 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 508＋ 61：25．34 100．7�

612 エコロドラゴン 牡3鹿 54 菅原 明良原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 552＋ 2 〃 ハナ 7．7
713 アメトリーチェ 牝3栗 52 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド B464＋ 2 〃 アタマ 55．5�
510 カツノサンキュウ 牡4鹿 57 木幡 巧也聖心台牧場
 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 480＋121：25．51� 287．5�
11 カップッチョ 牡5鹿 57 杉原 誠人
ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 470－ 6 〃 アタマ 238．0�
48 ワイドモーゼ 牡4青鹿57 江田 照男幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 478－ 61：25．81� 91．8�
714 クィーンアドバンス 牝5青 55 野中悠太郎柳内 光子氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 472－ 61：26．01� 275．5�
816 クラウンシューター 牡3黒鹿54 武藤 雅杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 480－ 21：27．27 60．3�
36 � バイタライズ 牡4黒鹿57 嶋田 純次西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B476－ 21：27．41� 212．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 110，066，000円 複勝： 133，672，000円 枠連： 40，531，200円
馬連： 176，810，900円 馬単： 86，001，500円 ワイド： 177，476，800円
3連複： 295，762，500円 3連単： 386，509，600円 計： 1，406，830，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 280円 � 230円 � 120円 枠 連（2－4） 1，330円

馬 連 �� 8，600円 馬 単 �� 21，210円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 550円 �� 580円

3 連 複 ��� 5，180円 3 連 単 ��� 80，400円

票 数

単勝票数 計1100660 的中 � 49401（6番人気）
複勝票数 計1336720 的中 � 93542（6番人気）� 122742（4番人気）� 405372（1番人気）
枠連票数 計 405312 的中 （2－4） 23485（6番人気）
馬連票数 計1768109 的中 �� 15922（23番人気）
馬単票数 計 860015 的中 �� 3041（48番人気）
ワイド票数 計1774768 的中 �� 22058（20番人気）�� 86436（4番人気）�� 80044（7番人気）
3連複票数 計2957625 的中 ��� 42789（17番人気）
3連単票数 計3865096 的中 ��� 3485（227番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―46．9―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンカイテン �
�
父 ザファクター �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2021．10．23 東京7着

2019．3．28生 牡3芦 母 クールユリア 母母 レディピーチ 5戦2勝 賞金 13，570，000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 メテオダヴリル号



（4東京3）第3日 6月11日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

204，560，000円
8，210，000円
23，540，000円
1，280，000円
24，850，000円
74，028，000円
5，218，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
668，198，900円
1，061，646，700円
243，863，900円
1，119，866，200円
548，858，700円
980，785，700円
1，792，983，300円
2，458，616，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，874，819，400円

総入場人員 10，416名 （有料入場人員 10，117名）
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