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14037 6月12日 晴 稍重 （4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 5，200，000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

78 リトルポピー 牝3芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 21：38．7 1．4�

44 ホイットニー 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B468－ 41：38．8アタマ 4．8�
67 キャリックアリード 牝3青鹿54 菅原 明良 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 458 ―1：39．01� 20．6�
79 エターナルプライド 牝3黒鹿54 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 464± 01：39．42 8．1�
33 エメラルセシリア 牝3青鹿54 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 434＋ 2 〃 ハナ 21．6�
11 カナイアンゼン 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 476＋ 21：39．61� 84．7	
66 ジョブックフィオリ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介
萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 430＋101：39．81� 83．7�
22 ベストスマイル 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 438－ 21：39．9� 26．5�
811 ジュレップグラス 牝3栗 54 丸田 恭介 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 442－ 6 〃 アタマ 128．4
810 キョウエイパーリオ 牝3黒鹿54 三浦 皇成田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 486＋ 41：40．53� 25．3�
55 サ ラ ー ラ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 404± 01：41．77 350．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，627，500円 複勝： 174，642，000円 枠連： 11，642，000円
馬連： 56，047，800円 馬単： 39，559，200円 ワイド： 54，731，000円
3連複： 95，839，900円 3連単： 177，624，900円 計： 646，714，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 130円 � 310円 枠 連（4－7） 250円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 160円 �� 560円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 3，480円

票 数

単勝票数 計 366275 的中 � 209098（1番人気）
複勝票数 計1746420 的中 � 1394733（1番人気）� 107223（2番人気）� 25214（7番人気）
枠連票数 計 116420 的中 （4－7） 34835（1番人気）
馬連票数 計 560478 的中 �� 151033（1番人気）
馬単票数 計 395592 的中 �� 80515（1番人気）
ワイド票数 計 547310 的中 �� 118415（1番人気）�� 21106（7番人気）�� 9542（15番人気）
3連複票数 計 958399 的中 ��� 43396（7番人気）
3連単票数 計1776249 的中 ��� 36936（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．5―37．1―50．1―1：02．7―1：15．0―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．0
3 4，8（3，9）（1，5，11）6，7，10，2 4 ・（4，8）（3，9）11（1，5，6）（7，10）2

勝馬の
紹 介

リトルポピー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．10．2 中山13着

2019．1．19生 牝3芦 母 リトルアマポーラ 母母 リトルハーモニー 6戦1勝 賞金 12，700，000円
〔制裁〕 リトルポピー号の騎手C．ルメールは，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

14038 6月12日 晴 稍重 （4東京3） 第4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

11 ハリウッドフェーム 牡3黒鹿56 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 新ひだか 山際牧場 530－ 21：39．0 5．8�
810 コウソクブラック 牡3鹿 56 D．レーン 野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 492± 0 〃 ハナ 1．4�

（豪）

22 ピューリファイ 牡3青鹿56 武藤 雅�G1レーシング 西田雄一郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 21：39．53 170．2�

67 ノアペルーサ 牡3鹿 56
54 △永野 猛蔵佐山 公男氏 大江原 哲 日高 門別牧場 B506＋ 3 〃 アタマ 15．0�

33 ア オ カ ミ 牡3青 56 柴田 善臣プレミアムレースホース 和田 勇介 日高 シンボリ牧場 462＋ 2 〃 アタマ 5．9�
79 コパノキャスター 牡3芦 56 石橋 脩小林 照弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 西村牧場 B474＋ 21：39．6アタマ 26．6	
66 ミスターブリーズ 牡3栗 56 杉原 誠人木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 480± 01：40．66 286．3

78 アルカンサス 牡3鹿 56 岩田 康誠一村 哲也氏 土田 稔 新冠 守矢牧場 472－ 21：40．8� 19．6�
44 ア タ ビ ズ ム 牡3青鹿56 武士沢友治広尾レース� 深山 雅史 新ひだか 木村 秀則 434－ 41：41．86 213．2�
811 チ ェ イ ス 牡3栗 56 宮崎 北斗石井 義人氏 中川 公成 新ひだか 上野 正恵 496± 01：43．07 88．1
55 ア ド ー ニ ス 牡3鹿 56 三浦 皇成片野 新一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 B440－ 6 （競走中止） 51．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，202，100円 複勝： 128，447，800円 枠連： 10，261，200円
馬連： 52，754，200円 馬単： 41，541，200円 ワイド： 49，716，800円
3連複： 85，448，400円 3連単： 176，183，300円 計： 584，555，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 110円 � 1，210円 枠 連（1－8） 440円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 270円 �� 7，290円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 13，070円 3 連 単 ��� 80，990円

票 数

単勝票数 計 402021 的中 � 55271（2番人気）
複勝票数 計1284478 的中 � 61994（3番人気）� 982463（1番人気）� 5496（9番人気）
枠連票数 計 102612 的中 （1－8） 17677（2番人気）
馬連票数 計 527542 的中 �� 91790（2番人気）
馬単票数 計 415412 的中 �� 20445（7番人気）
ワイド票数 計 497168 的中 �� 56414（2番人気）�� 1554（33番人気）�� 4745（22番人気）
3連複票数 計 854484 的中 ��� 4901（28番人気）
3連単票数 計1761833 的中 ��� 1577（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．9―49．4―1：02．1―1：14．7―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハリウッドフェーム �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．8．22 札幌4着

2019．4．13生 牡3黒鹿 母 ミルクトーレル 母母 ミスワキジャパン 7戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走状況〕 アドーニス号は，発進不良〔膠着〕。
〔競走中止〕 アドーニス号は，発走後に膠着したため競走中止。
〔制裁〕 コウソクブラック号の騎手D．レーンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

アオカミ号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アドーニス号は，令和4年6月13日から令和4年7月12日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
※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。

第３回 東京競馬 第４日



14039 6月12日 晴 稍重 （4東京3） 第4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 5，200，000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

36 ス テ ッ プ 牝3鹿 54 武士沢友治�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 438＋ 41：25．5 30．7�
48 レ ヴ ォ ル ト 牡3黒鹿56 丸田 恭介�ターフ・スポート青木 孝文 新ひだか 坂本 智広 B490－ 21：25．81� 91．8�
24 グレースブロード 牝3鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 442－ 2 〃 ハナ 41．7�
47 ロードシャマール 牡3栗 56 野中悠太郎 �ロードホースクラブ 新開 幸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 482－ 4 〃 クビ 9．4�
35 ペルペテュエル 牡3鹿 56 坂井 瑠星落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 モリナガファーム 470＋ 31：26．11� 9．0	
816 ティーライトニング 牡3鹿 56 D．レーン 天白 裕之氏 辻 哲英 新ひだか 飛野牧場 448－ 61：26．41� 1．9


（豪）

612 ゲ ン シ ョ ウ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 川島牧場 B502± 0 〃 アタマ 18．9�
611 ヴァイオレットベガ 牝3鹿 54 菅原 明良堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 482＋ 41：26．61 6．6�
510 ニシノブチヌケ 牡3栗 56 石川裕紀人西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 B538＋ 41：26．7� 108．9
11 アンサングヒーロー 牡3鹿 56 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 むかわ 上水牧場 478± 01：26．91� 18．6�
23 ヒメカミノメガミ 牝3鹿 54 津村 明秀國分 純氏 勢司 和浩 日高 スマイルファーム 492－121：27．0� 11．1�
59 キタノブルーアレツ 牝3鹿 54 木幡 育也北所 直人氏 本間 忍 新冠 中本牧場 464－ 4 〃 アタマ 95．7�
12 キタノドーベル 牝3黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔北所 直人氏 深山 雅史 日高 戸川牧場 440± 0 〃 ハナ 84．7�
713 オンマガトオル 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 530 ― 〃 ハナ 19．0�

714 イーサンカレラ 牡3鹿 56 江田 照男国本 勇氏 萱野 浩二 新冠 高瀬牧場 454＋ 21：27．63� 34．3�
815 アラリンホルン 牝3栗 54

51 ▲原 優介色川 曉郎氏 松山 将樹 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 462＋ 41：28．55 277．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，721，000円 複勝： 62，553，500円 枠連： 15，874，200円
馬連： 67，412，300円 馬単： 35，028，400円 ワイド： 73，250，700円
3連複： 123，660，000円 3連単： 128，624，000円 計： 548，124，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，070円 複 勝 � 640円 � 2，140円 � 1，030円 枠 連（3－4） 3，370円

馬 連 �� 87，210円 馬 単 �� 176，310円

ワ イ ド �� 17，360円 �� 6，500円 �� 19，570円

3 連 複 ��� 396，340円 3 連 単 ��� 2，742，710円

票 数

単勝票数 計 417210 的中 � 10866（9番人気）
複勝票数 計 625535 的中 � 26948（9番人気）� 7442（13番人気）� 16034（11番人気）
枠連票数 計 158742 的中 （3－4） 3647（14番人気）
馬連票数 計 674123 的中 �� 599（94番人気）
馬単票数 計 350284 的中 �� 149（181番人気）
ワイド票数 計 732507 的中 �� 1087（92番人気）�� 2924（58番人気）�� 964（97番人気）
3連複票数 計1236600 的中 ��� 234（388番人気）
3連単票数 計1286240 的中 ��� 34（2291番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス テ ッ プ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．3．6 中山9着

2019．3．18生 牝3鹿 母 ダイワミストレス 母母 サウンドバイト 3戦1勝 賞金 5，720，000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 トゥジアース号
※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。

14040 6月12日 晴 稍重 （4東京3） 第4日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時45分 （芝・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
1：44．2
1：43．8

良
良

11 ルージュアルル 牝3栗 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－ 21：48．0 1．8�
47 アンダーユアスペル 牝3鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 468＋101：48．21� 48．2�
35 ナイルプロジェクト 牝3鹿 54 三浦 皇成中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B436－ 41：48．3� 14．1�
23 ブラーバック 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464－ 61：48．4� 4．9�
816 ジャンヌノツルギ 牝3鹿 54 D．レーン 岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 上井農場 438－ 41：48．5� 21．2	

（豪）

24 ホウオウカグヤ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 21：48．6� 6．5

713 エレディターレ 牝3芦 54 菅原 隆一 �京都ホースレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 442＋ 61：48．7� 322．1�
48 ピンキーウィンキー 牝3鹿 54 坂井 瑠星前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋12 〃 ハナ 21．2�
612 スノーディザイア 牝3芦 54 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 458－18 〃 ハナ 26．3
510 シ ュ ホ 牝3栗 54 横山 典弘�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 402－ 21：48．8� 40．8�
12 ウェルシュゴールド 牝3栗 54 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 日高 出口牧場 468± 01：48．9� 210．6�
59 チ ュ ラ ー ダ 牝3芦 54 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 398－ 4 〃 ハナ 158．6�
817 ソフィーズチョイス 牝3青鹿54 石橋 脩 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム 428＋121：49．0� 87．9�
715 エアパルクール 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 450 ―1：49．1� 66．2�
818 ジ ャ ス コ 牝3鹿 54 田辺 裕信大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 464＋161：49．2� 21．4�
611 フ ェ リ シ ダ 牝3鹿 54 木幡 巧也濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 むかわ 市川牧場 430－121：49．3� 288．0�
714 ゴールドコマンダー 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 486 ―1：49．93� 275．0�
36 プレーリースカート 牝3鹿 54

51 ▲原 優介 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 468－201：52．2大差 357．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 52，061，100円 複勝： 73，060，000円 枠連： 20，795，900円
馬連： 80，112，900円 馬単： 37，776，900円 ワイド： 76，514，200円
3連複： 119，660，900円 3連単： 147，883，100円 計： 607，865，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 790円 � 260円 枠 連（1－4） 1，130円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 480円 �� 5，350円

3 連 複 ��� 10，960円 3 連 単 ��� 33，750円

票 数

単勝票数 計 520611 的中 � 229181（1番人気）
複勝票数 計 730600 的中 � 223934（1番人気）� 15946（10番人気）� 62020（4番人気）
枠連票数 計 207959 的中 （1－4） 14194（4番人気）
馬連票数 計 801129 的中 �� 16779（11番人気）
馬単票数 計 377769 的中 �� 6931（13番人気）
ワイド票数 計 765142 的中 �� 13817（14番人気）�� 44456（3番人気）�� 3444（44番人気）
3連複票数 計1196609 的中 ��� 8183（33番人気）
3連単票数 計1478831 的中 ��� 3176（99番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．6―12．5―12．3―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．1―48．7―1：01．2―1：13．5―1：24．9―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ルージュアルル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2021．10．10 東京5着

2019．2．14生 牝3栗 母 レッドエルザ 母母 Belva 6戦1勝 賞金 9，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレーリースカート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月12日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ノアチェリー号
※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。



14041 6月12日 晴 良 （4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

68 オンザブロッサム 牝2青鹿 54
52 △永野 猛蔵久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 450 ―1：50．5 131．9�

67 ダノンザタイガー 牡2黒鹿54 川田 将雅�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488 ―1：50．6� 1．4�
79 ス コ プ ル ス 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 428 ―1：50．71 13．3�

44 シルバースペード 牡2黒鹿54 柴田 善臣 Ninomiyaジャパン
レーシング 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 466 ―1：51．12� 77．2�

56 モンドプリューム 牡2鹿 54 三浦 皇成落合 幸弘氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 490 ―1：51．52� 23．9�
33 チュウワモーニング 牝2黒鹿54 C．ルメール 中西 忍氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 422 ―1：51．6� 8．3	
710 トーセンノヴァ 牡2青鹿54 石橋 脩島川 
哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 464 ―1：52．02 74．1�
55 スリアンヴォス 牡2鹿 54 丸田 恭介大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 藤原牧場 482 ―1：52．21� 193．0�
811 ジャッドノワール 牝2鹿 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 432 ― 〃 クビ 99．3
22 グランサバナ 牡2鹿 54 D．レーン �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 482 ―1：52．3� 4．5�

（豪）

812 グッドルックス 牡2青鹿54 戸崎 圭太池田 草龍氏 竹内 正洋 新ひだか 岡田牧場 478 ―1：52．51 33．1�
11 アステルグロリアス 牝2鹿 54 坂井 瑠星小島 正宏氏 和田 雄二 新ひだか 田上 徹 402 ―1：52．71� 85．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 81，567，100円 複勝： 103，359，800円 枠連： 11，297，600円
馬連： 69，773，800円 馬単： 52，323，700円 ワイド： 60，568，500円
3連複： 106，116，200円 3連単： 187，068，000円 計： 672，074，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，190円 複 勝 � 1，040円 � 110円 � 230円 枠 連（6－6） 5，360円

馬 連 �� 5，960円 馬 単 �� 27，650円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 5，720円 �� 330円

3 連 複 ��� 9，340円 3 連 単 ��� 191，280円

票 数

単勝票数 計 815671 的中 � 5252（11番人気）
複勝票数 計1033598 的中 � 8228（11番人気）� 673764（1番人気）� 52866（4番人気）
枠連票数 計 112976 的中 （6－6） 1632（15番人気）
馬連票数 計 697738 的中 �� 9066（16番人気）
馬単票数 計 523237 的中 �� 1419（45番人気）
ワイド票数 計 605685 的中 �� 9418（16番人気）�� 2467（36番人気）�� 54074（3番人気）
3連複票数 計1061162 的中 ��� 8520（26番人気）
3連単票数 計1870680 的中 ��� 709（285番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―38．2―50．9―1：03．3―1：15．2―1：26．6―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オンザブロッサム �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 タートルボウル 初出走

2020．2．3生 牝2青鹿 母 スターズバース 母母 ボーンスター 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

14042 6月12日 晴 良 （4東京3） 第4日 第6競走 ��2，400�3歳未勝利
発走13時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
2：20．6
2：20．6

良
良

11 ゴーシェナイト 牡3黒鹿56 D．レーン �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B478－ 82：26．2 2．1�
（豪）

814 ビーウォーター 牡3栗 56 田辺 裕信和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 490－ 22：26．51� 4．0�
34 キ ー ワ ー ド �3鹿 56 菅原 明良�ノースヒルズ 栗田 徹 新ひだか 土居牧場 468－ 22：26．61 16．8�
45 ス ズ ナ ミ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 412＋102：26．81 42．8�
46 ヴァイオルナ 牝3鹿 54 吉田 豊鈴木 史郎氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 404＋ 42：26．9� 19．3	
57 ブレイクザソング 牡3栗 56 嶋田 純次井上 久光氏 戸田 博文 日高 サンバマウン

テンファーム 474－ 62：27．43 270．9

33 サンハンニバル 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �加藤ステーブル 村田 一誠 平取 清水牧場 438－ 6 〃 アタマ 14．5�
711 バ レ ス ト ラ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 XIAOジャパン 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 474＋102：27．5� 70．0�
610� アルバスドラコ 牡3鹿 56 C．ルメールゴドルフィン 堀 宣行 愛 Fortmill

Farm 478－ 62：28．24 3．9
69 コスモダークナイト 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 浦河 小島牧場 B492－ 22：28．62� 53．3�
712 ハコダテジョー 牡3鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 広大 460－ 22：28．92 42．3�
58 カーニバルマーチ �3黒鹿56 木幡 巧也吉田 和美氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 580－122：29．0� 166．5�
813 タッチフラッシュ 牡3黒鹿56 石橋 脩中村 祐子氏 尾形 和幸 浦河 大柳ファーム 464－ 42：29．2� 217．7�
22 ノーブルガルフ 牡3鹿 56 江田 照男吉木 伸彦氏 久保田貴士 浦河 中島牧場 B484－ 22：30．26 77．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，166，600円 複勝： 58，233，700円 枠連： 14，702，300円
馬連： 70，730，400円 馬単： 36，329，900円 ワイド： 67，013，700円
3連複： 119，326，200円 3連単： 145，866，100円 計： 562，368，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 220円 枠 連（1－8） 450円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 240円 �� 530円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 4，590円

票 数

単勝票数 計 501666 的中 � 186961（1番人気）
複勝票数 計 582337 的中 � 159274（1番人気）� 99602（3番人気）� 49625（4番人気）
枠連票数 計 147023 的中 （1－8） 25279（1番人気）
馬連票数 計 707304 的中 �� 129136（1番人気）
馬単票数 計 363299 的中 �� 37640（2番人気）
ワイド票数 計 670137 的中 �� 82737（2番人気）�� 30181（4番人気）�� 22876（7番人気）
3連複票数 計1193262 的中 ��� 51321（2番人気）
3連単票数 計1458661 的中 ��� 23029（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．4―12．5―12．6―12．4―12．2―12．4―12．1―11．8―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�
12．7―24．3―36．7―49．2―1：01．8―1：14．2―1：26．4―1：38．8―1：50．9―2：02．7―2：14．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴーシェナイト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．12．18 中山3着

2019．1．15生 牡3黒鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 4戦1勝 賞金 9，620，000円
〔3走成績による出走制限〕 タッチフラッシュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月12日まで平地競走に出走でき

ない。
※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。



14043 6月12日 雨 稍重 （4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 7，700，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

68 プラチナドリーム 牡3鹿 54 菅原 明良飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B456－ 22：10．3 7．8�
45 ニシノソワレ 牡4鹿 57 岩部 純二西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B490＋ 22：10．83 18．8�
711 スピードソルジャー 牡3栗 54 三浦 皇成保坂 和孝氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 アタマ 7．5�
56 バックスクリーン 牡3栗 54 坂井 瑠星 DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 516－10 〃 クビ 3．5�
11 ミストルティン 牡3鹿 54 田辺 裕信野田 善己氏 加藤士津八 新ひだか 城地牧場 456＋ 82：10．9クビ 4．9�
22 � タ イ ガ 牡5黒鹿 57

54 ▲原 優介合同会社三度屋 堀内 岳志 新冠 オリエント牧場 496－ 62：11．21� 53．4	
813 セブンスレター 牡3鹿 54

51 ▲佐々木大輔熊坂 俊一氏 武井 亮 新冠 松浦牧場 496－ 82：11．62� 16．3

33 セイカヤマノ 牡6黒鹿57 石川裕紀人久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B502－ 42：11．7クビ 127．9�
69 ランドアーティスト 	5鹿 57 D．レーン 吉田 照哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 480＋ 42：11．91� 5．8�

（豪）

44 ジェイエルブリッジ 牡4芦 57 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 476＋ 42：12．11� 118．3
812 ユキノアンビシャス 牡7鹿 57 柴田 善臣井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか 服部 牧場 492＋ 22：12．31
 90．6�
57 ロイヤルソウル 牝3鹿 52 木幡 初也フィールドレーシング 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 480＋ 42：12．61� 28．8�
710 ナ ム ラ タ タ 牡3芦 54

52 △永野 猛蔵奈村 睦弘氏 清水 久詞 日高 いとう牧場 B476＋ 62：12．7� 7．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 46，945，500円 複勝： 60，406，100円 枠連： 16，061，500円
馬連： 79，611，300円 馬単： 30，003，400円 ワイド： 69，324，100円
3連複： 120，449，600円 3連単： 123，276，500円 計： 546，078，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 390円 � 240円 枠 連（4－6） 2，720円

馬 連 �� 6，160円 馬 単 �� 12，030円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 750円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 14，190円 3 連 単 ��� 68，480円

票 数

単勝票数 計 469455 的中 � 48076（6番人気）
複勝票数 計 604061 的中 � 70203（5番人気）� 36015（7番人気）� 71006（4番人気）
枠連票数 計 160615 的中 （4－6） 4576（11番人気）
馬連票数 計 796113 的中 �� 10003（26番人気）
馬単票数 計 300034 的中 �� 1869（49番人気）
ワイド票数 計 693241 的中 �� 9295（26番人気）�� 24726（8番人気）�� 6784（33番人気）
3連複票数 計1204496 的中 ��� 6365（52番人気）
3連単票数 計1232765 的中 ��� 1305（257番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―12．5―12．3―12．7―12．8―12．7―12．6―12．4―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．0―29．8―42．3―54．6―1：07．3―1：20．1―1：32．8―1：45．4―1：57．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プラチナドリーム �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．8．21 小倉6着

2019．5．3生 牡3鹿 母 サティーヌアロム 母母 ホームスイートホーム 12戦2勝 賞金 18，800，000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。

14044 6月12日 曇 重 （4東京3） 第4日 第8競走 1，600�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 7，700，000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
1：30．5
1：30．3

良
良

811 シュヴェルトライテ 牝3栗 52
50 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 436± 01：34．5 4．3�
67 ロ ム ネ ヤ 牝3鹿 52 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：34．71 7．9�
810 コミカライズ 牝5青鹿55 田辺 裕信吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 474＋ 21：34．91 7．1�
79 ハピネスアゲン 牝3芦 52 江田 照男浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 富田牧場 452－ 41：35．0� 9．4�
66 マンドローネ 牝3青鹿52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 ハナ 3．2	
44 � ホウオウハイエスト 牝4栗 55 石川裕紀人小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 518－ 41：35．42� 64．4

11 レッジャードロ 牝4栗 55 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 436＋ 6 〃 アタマ 31．2�
78 ラクスバラディー 牝3鹿 52 坂井 瑠星 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：35．5� 5．9�
33 ウインメイユール 牝4鹿 55

52 ▲原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 21：36．03 169．3
55 ロ ジ レ ッ ト 牝3黒鹿52 柴田 善臣久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 448± 01：36．42� 9．0�
22 リーディングパート 牝5鹿 55 津村 明秀 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：36．5� 71．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，854，900円 複勝： 72，998，700円 枠連： 18，551，000円
馬連： 88，641，300円 馬単： 38，485，300円 ワイド： 69，190，800円
3連複： 125，230，000円 3連単： 147，167，100円 計： 619，119，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 230円 � 220円 枠 連（6－8） 290円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 580円 �� 460円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 14，270円

票 数

単勝票数 計 588549 的中 � 107707（2番人気）
複勝票数 計 729987 的中 � 139058（2番人気）� 76882（6番人気）� 81440（5番人気）
枠連票数 計 185510 的中 （6－8） 48820（1番人気）
馬連票数 計 886413 的中 �� 44307（7番人気）
馬単票数 計 384853 的中 �� 11322（9番人気）
ワイド票数 計 691908 的中 �� 30210（7番人気）�� 40084（2番人気）�� 23146（14番人気）
3連複票数 計1252300 的中 ��� 34042（8番人気）
3連単票数 計1471671 的中 ��� 7472（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．7―47．7―59．7―1：11．2―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュヴェルトライテ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．11．13 東京3着

2019．4．4生 牝3栗 母 シュヴァリエ 母母 タニノカリス 5戦2勝 賞金 16，860，000円



14045 6月12日 晴 重 （4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 15，100，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

11 ダノンブレット 牡4栗 57 D．レーン �ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B514± 02：09．2 3．3�
（豪）

612 セブンデイズ 牡4青鹿57 戸崎 圭太前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 498＋ 42：09．94 4．1�
713� サハラヴァンクール 牡4鹿 57 田辺 裕信首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 478＋ 4 〃 クビ 9．0�
23 � フジマサインパクト 牡4鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B430＋ 22：10．21	 21．4�
47 コンソレーション 牡4青 57 嶋田 純次伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 30．9�
24 ヤマニンバンタジオ 
8栗 57 吉田 豊土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 548＋14 〃 クビ 55．7	
816 ワセダハーツ 牡4栗 57 菅原 明良大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 424－ 22：10．41� 30．8

12 カフジオクタゴン 牡3芦 54 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 548＋102：10．82	 5．1�
510 グレートバローズ 牡5鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 B482－ 22：10．9	 6．7�
48 ポップフランセ 牡6栗 57 津村 明秀吉田 照哉氏 小林 真也 千歳 社台ファーム B476＋ 22：11．21	 28．1
59 クアトロマジコ 牡3鹿 54 石橋 脩大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 522－ 62：11．3	 16．2�
611 ウインレゼルヴ 牡5栗 57 武藤 雅�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 498－ 42：12．25 109．3�
815 クリノキングボス 牡5栗 57 木幡 巧也栗本 博晴氏 天間 昭一 様似 様似渡辺牧場 B474－ 22：12．3クビ 180．6�
714 ヤマニンスプレモ 牡6青鹿57 丸田 恭介土井 肇氏 茶木 太樹 新冠 錦岡牧場 478－14 〃 クビ 193．4�
35 � マイネルイヴィンス 
6栗 57 柴田 大知永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B510＋ 42：12．4クビ 225．4�
36 � ヒートヘイズ 牡4鹿 57 石川裕紀人 �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B488－ 62：13．14 132．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，248，000円 複勝： 87，460，600円 枠連： 28，579，200円
馬連： 122，309，800円 馬単： 45，667，400円 ワイド： 101，054，100円
3連複： 192，025，100円 3連単： 201，301，800円 計： 839，646，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 150円 � 230円 枠 連（1－6） 500円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 360円 �� 460円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 8，860円

票 数

単勝票数 計 612480 的中 � 148000（1番人気）
複勝票数 計 874606 的中 � 176628（1番人気）� 165004（2番人気）� 78694（5番人気）
枠連票数 計 285792 的中 （1－6） 43796（2番人気）
馬連票数 計1223098 的中 �� 117033（1番人気）
馬単票数 計 456674 的中 �� 21842（1番人気）
ワイド票数 計1010541 的中 �� 75084（1番人気）�� 55488（2番人気）�� 40837（7番人気）
3連複票数 計1920251 的中 ��� 74708（3番人気）
3連単票数 計2013018 的中 ��� 16455（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．4―31．0―43．7―55．6―1：07．8―1：20．6―1：32．9―1：45．2―1：57．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンブレット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．11．23 東京12着

2018．2．23生 牡4栗 母 ダイワズーム 母母 フォルナリーナ 13戦3勝 賞金 46，257，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。

14046 6月12日 晴 重 （4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，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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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

815 ダノングリスター �6鹿 57 岩田 康誠�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B496＋ 21：35．9 40．6�
46 ドゥラモンド 牡4黒鹿57 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：36．32	 4．5�
713 ホウオウライジン 牡6栗 57 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494－ 21：36．4
 80．2�
58 アベックフォルス 牡5鹿 57 戸崎 圭太田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 482－ 2 〃 アタマ 17．3�
34 メイショウヨカゼ 牡5栗 57 石川裕紀人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 514＋ 21：36．61 176．0	
59 オールイズウェル 牡6黒鹿57 菅原 明良小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 492－101：36．71 18．0

611 テイエムマグマ 牡4鹿 57 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 490－141：36．91 10．0�
35 ジェロボーム 牝5栗 55 田辺 裕信長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 518＋ 2 〃 クビ 27．7�
610 ルコルセール 牡4鹿 57 D．レーン �G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B522－ 41：37．0
 3．1

（豪）

712 ヴォウジラール �7鹿 57 武藤 雅 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：37．1クビ 207．8�
814� リーガルバトル 牡5黒鹿57 三浦 皇成吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd 522－101：37．2
 13．2�
22 オーマイガイ 牡9栗 57 横山 典弘廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 464－ 41：37．3	 60．9�
23 キタノリューオー 牡4鹿 57 木幡 巧也北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 462＋ 2 〃 アタマ 3．3�
47 ウォーターパルフェ 牡7鹿 57 江田 照男山岡 正人氏 石橋 守 浦河 笹地牧場 498＋121：37．62 170．2�
11 � ボンボンショコラ 牝5黒鹿55 永野 猛蔵田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 478－ 81：38．45 83．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 78，028，700円 複勝： 99，980，900円 枠連： 34，527，700円
馬連： 171，790，700円 馬単： 65，718，300円 ワイド： 122，760，800円
3連複： 256，765，400円 3連単： 293，108，000円 計： 1，122，680，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，060円 複 勝 � 950円 � 220円 � 1，470円 枠 連（4－8） 1，880円

馬 連 �� 12，980円 馬 単 �� 34，930円

ワ イ ド �� 3，600円 �� 18，140円 �� 5，830円

3 連 複 ��� 205，080円 3 連 単 ��� 1，187，160円

票 数

単勝票数 計 780287 的中 � 15342（9番人気）
複勝票数 計 999809 的中 � 24870（9番人気）� 146739（3番人気）� 15516（11番人気）
枠連票数 計 345277 的中 （4－8） 14186（9番人気）
馬連票数 計1717907 的中 �� 10250（32番人気）
馬単票数 計 657183 的中 �� 1411（72番人気）
ワイド票数 計1227608 的中 �� 8881（33番人気）�� 1732（78番人気）�� 5438（43番人気）
3連複票数 計2567654 的中 ��� 939（222番人気）
3連単票数 計2931080 的中 ��� 179（1209番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．3―46．5―59．1―1：11．7―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノングリスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．21 京都9着

2016．2．5生 �6鹿 母 ファイブスター 母母 スターリーロマンス 24戦4勝 賞金 64，554，000円
※ダノングリスター号・ボンボンショコラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

２レース目



14047 6月12日 晴 重 （4東京3） 第4日 第11競走
エリザベス女王即位70年記念

��
��1，800�第39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 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

56 ノースブリッジ 牡4鹿 56 岩田 康誠井山 登氏 奥村 武 新冠 村田牧場 492－ 41：46．7 7．3�
68 ガロアクリーク 牡5鹿 56 石橋 脩水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 510－ 2 〃 クビ 26．9�
55 	 ダーリントンホール 牡5鹿 56 C．ルメールゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning

Bloodstock Ltd 536－ 81：46．8クビ 3．7�
811 ジャスティンカフェ 牡4鹿 56 横山 典弘三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 クビ 3．2�
22 タイムトゥヘヴン 牡4鹿 56 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 484＋ 61：46．9アタマ 9．4�
812 ザ ダ ル 牡6栗 58 D．レーン 	キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 504± 0 〃 クビ 6．7


（豪）

44 ヤマニンサンパ 牡4芦 56 川田 将雅土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 472± 01：47．21
 12．0�
11 シャドウディーヴァ 牝6黒鹿56 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 クビ 10．2�
33 コ ル テ ジ ア 牡5青鹿56 三浦 皇成前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 61：47．41� 74．1
79 ハッピーアワー 牡6鹿 56 長岡 禎仁髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 448－ 21：47．51 195．1�
710 トーラスジェミニ 牡6鹿 58 原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464－ 41：47．71 38．4�
67 トーセングラン 牡6鹿 56 田辺 裕信島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－ 61：48．01� 44．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 375，002，100円 複勝： 385，171，000円 枠連： 156，820，000円 馬連： 908，418，900円 馬単： 330，786，600円
ワイド： 605，071，100円 3連複： 1，579，947，300円 3連単： 2，128，915，700円 5重勝： 713，816，800円 計： 7，183，949，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 450円 � 160円 枠 連（5－6） 1，590円

馬 連 �� 8，010円 馬 単 �� 13，430円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 480円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 55，860円

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

キャリーオーバー なし����� 2，220，760円

票 数

単勝票数 計3750021 的中 � 407351（4番人気）
複勝票数 計3851710 的中 � 413540（4番人気）� 173049（8番人気）� 803459（1番人気）
枠連票数 計1568200 的中 （5－6） 76192（9番人気）
馬連票数 計9084189 的中 �� 87843（28番人気）
馬単票数 計3307866 的中 �� 18463（48番人気）
ワイド票数 計6050711 的中 �� 72225（28番人気）�� 344986（3番人気）�� 137129（15番人気）
3連複票数 計15799473 的中 ��� 163185（29番人気）
3連単票数 計21289157 的中 ��� 27630（210番人気）
5重勝票数 差引計7138168（返還計 79238） 的中 ����� 225

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．2―48．1―59．7―1：11．6―1：23．1―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノースブリッジ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．9．27 中京1着

2018．1．24生 牡4鹿 母 アメージングムーン 母母 ビッグテンビー 9戦5勝 賞金 104，236，000円
〔制裁〕 ノースブリッジ号の騎手岩田康誠は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11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。

14048 6月12日 晴 重 （4東京3） 第4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 7，700，000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
1：19．4
1：19．0

良
良

510 ホウオウノーサイド 牡3栗 54 C．ルメール 小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 464－ 21：22．0 4．6�
611 ミッキーハロー 牝4鹿 55 坂井 瑠星野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 442＋ 21：22．32 66．2�
713 ブランデーロック 牡3栗 54

51 ▲原 優介新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470＋ 4 〃 クビ 6．7�
815 ア ン ク ロ ワ 牝3鹿 52 津村 明秀 �キャロットファーム 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 422－ 41：22．4アタマ 5．0�
59 コスモノート 牡4鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B522＋ 2 〃 クビ 8．1�
47 セッカチケーン 牡3芦 54 三浦 皇成松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 502＋ 2 〃 ハナ 5．4	
12 タイガーリリー 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 472＋ 2 〃 アタマ 19．2

11 ヴィントミューレ �4鹿 57

54 ▲佐々木大輔下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 442＋121：22．5� 164．9�
612 ブルメンダール 牡4青 57 D．レーン �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：22．6クビ 4．9�

（豪）

48 カラパタール 牝4青鹿55 武藤 雅 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 クビ 59．8
23 ア ラ ン デ ル �4鹿 57 石橋 脩 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 522－181：22．7クビ 46．2�
714 トーセンサンダー 牡3青鹿54 木幡 巧也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 472－ 6 〃 クビ 47．3�
36 サンダビューク 牡3黒鹿54 丸田 恭介 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 468＋ 61：22．8クビ 56．3�
24 シャドウファックス 牝4芦 55 菅原 明良飯塚 知一氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 468＋ 61：23．33� 56．7�
817	 ラルワースコーヴ 牝5青鹿 55

53 △永野 猛蔵兼子 尚也氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 41：23．51
 180．4�

816 デルマジゾウ 牡4芦 57 江田 照男浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 486－ 81：24．03 211．9�
35 クリノザウルス 牡4鹿 57 野中悠太郎栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 474－ 61：25．06 228．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 145，825，600円 複勝： 192，355，200円 枠連： 52，697，700円
馬連： 259，373，500円 馬単： 96，921，100円 ワイド： 238，111，500円
3連複： 421，967，200円 3連単： 473，955，700円 計： 1，881，207，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 1，060円 � 240円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 15，210円 馬 単 �� 19，310円

ワ イ ド �� 4，530円 �� 840円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 27，990円 3 連 単 ��� 170，860円

票 数

単勝票数 計1458256 的中 � 252828（1番人気）
複勝票数 計1923552 的中 � 287018（2番人気）� 37186（11番人気）� 226981（5番人気）
枠連票数 計 526977 的中 （5－6） 61878（1番人気）
馬連票数 計2593735 的中 �� 13211（41番人気）
馬単票数 計 969211 的中 �� 3763（52番人気）
ワイド票数 計2381115 的中 �� 13207（45番人気）�� 76781（11番人気）�� 14185（40番人気）
3連複票数 計4219672 的中 ��� 11303（93番人気）
3連単票数 計4739557 的中 ��� 2011（482番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．9―11．6―11．3―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―36．0―47．6―58．9―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 10，11（3，4）（6，14）（1，2）7（5，16）（12，15）（13，9）17，8 4 3－（1，10）11（4，6，14）（2，7）（13，12，5，15，16）9－8，17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホウオウノーサイド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2022．1．16 中山9着

2019．4．15生 牡3栗 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 5戦2勝 賞金 19，206，000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。

５レース目



（4東京3）第4日 6月12日（日曜日） 晴一時雨一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 166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

252，460，000円
25，530，000円
1，600，000円
32，700，000円
74，799，000円
4，769，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
1，068，250，200円
1，498，669，300円
391，810，300円
2，026，976，900円
850，141，400円
1，587，307，300円
3，346，436，200円
4，330，974，200円
713，816，800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
5 重 勝
計 15，814，382，600円

総入場人員 15，759名 （有料入場人員 15，250名）
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