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14001 6月6日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2東京3） 第1日 第1競走 ��3，100�障害3歳以上オープン

発走10時05分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：22．0良・稍重

710 ケイティクレバー 牡5鹿 61 平沢 健治瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 470± 03：26．7 3．7�
33 セイウンフォーカス 牡5鹿 60 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 484＋ 23：27．55 73．0�
22 ノーザンクリス 牡5芦 60 五十嵐雄祐加藤 晃央氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 528± 03：27．81� 25．2�
812� スプリングボックス 牡6黒鹿61 森 一馬�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 498＋ 23：28．33 3．0�
11 シゲルピーマン 	5鹿 61 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 神垣 道弘 472＋ 63：28．4
 11．8�
69 � ホシルミエール 	7鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 474－ 4 〃 クビ 19．6	
57 エムアイグランツ 牡4黒鹿60 金子 光希岩崎 充利氏 青木 孝文 日高 細川牧場 518＋163：29．14 54．6

45 コウキチョウサン 牡7鹿 60 高田 潤�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 458－ 6 〃 クビ 7．9�
68 ワンスインアライフ 牡7鹿 60 北沢 伸也前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 B482－ 43：29．84 92．5
711 エジステンツァ 牡6鹿 60 上野 翔 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 43：29．9
 7．4�
56 ニーマルサンデー 牡6青鹿60 江田 勇亮板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 480± 03：30．32
 32．7�
44 ラヴアンドポップ 牡7鹿 61 草野 太郎ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋14 （競走中止） 7．5�
813 バイオンディップス 牡8黒鹿60 山本 康志丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 540＋ 8 （競走中止） 69．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，811，700円 複勝： 37，891，700円 枠連： 12，427，800円
馬連： 53，813，700円 馬単： 23，622，400円 ワイド： 42，117，800円
3連複： 87，041，000円 3連単： 93，900，200円 計： 377，626，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 1，560円 � 870円 枠 連（3－7） 10，050円

馬 連 �� 10，330円 馬 単 �� 12，250円

ワ イ ド �� 3，640円 �� 1，530円 �� 6，630円

3 連 複 ��� 34，770円 3 連 単 ��� 166，040円

票 数

単勝票数 計 268117 的中 � 57941（2番人気）
複勝票数 計 378917 的中 � 73117（2番人気）� 5214（12番人気）� 9775（9番人気）
枠連票数 計 124278 的中 （3－7） 958（22番人気）
馬連票数 計 538137 的中 �� 4034（31番人気）
馬単票数 計 236224 的中 �� 1446（45番人気）
ワイド票数 計 421178 的中 �� 2968（34番人気）�� 7249（18番人気）�� 1613（58番人気）
3連複票数 計 870410 的中 ��� 1877（97番人気）
3連単票数 計 939002 的中 ��� 410（466番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 50．9－3F 37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
13＝10（5，12）－（2，9）7（11，6）（4，1，8）－3・（13，10）（9，12）5－2，7（1，8）－（11，6，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケイティクレバー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．9．10 阪神3着

2015．4．20生 牡5鹿 母 モルトフェリーチェ 母母 レンドフェリーチェ 障害：4戦3勝 賞金 36，150，000円
〔競走中止〕 ラヴアンドポップ号は，2周目6号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

バイオンディップス号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため競走
中止。

〔制裁〕 スプリングボックス号の騎手森一馬は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。

14002 6月6日 曇 良 （2東京3） 第1日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時40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
1：21．5
1：20．3

重
不良

815 セ ル フ ィ ー 牝3栗 54 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 458－ 41：25．7 1．7�

11 ウィップラッシュ 牝3栗 54
53 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 B472＋ 41：26．44 26．2�

713 チャームインレース 牝3鹿 54 三浦 皇成髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 476－ 21：26．5クビ 4．5�
714 ダイユウローズ 牝3鹿 54 木幡 巧也大友 靖岐氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 516＋ 41：26．81� 6．7�
12 サンデープリンセス 牝3青鹿54 横山 武史藤田 好紀氏 加藤士津八 浦河 宮内牧場 472－ 41：27．01� 17．2	
612 アイドルヲサガセ 牝3鹿 54 田辺 裕信福田 光博氏 小西 一男 新ひだか 増本牧場 438± 01：27．63� 9．8

48 アプローズパワー 牝3鹿 54

52 △菅原 明良吉野 弘司氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 428－ 61：27．81 161．7�
510 クツワノオジョウ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 432＋ 41：28．01� 363．5�
23 スローフード 牝3芦 54 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 日高 メイプルファーム 448＋ 21：28．32 24．7
47 ユニークマイア 牝3鹿 54

52 △木幡 育也吉田 勝己氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 414± 01：28．4� 251．4�
36 ベルダリーター 牝3栗 54 武藤 雅桜井 忠隆氏 水野 貴広 苫小牧 藤澤 昭勝 472＋ 61：28．61 208．7�
35 ヨネンサンクミ 牝3黒鹿54 江田 照男藤本 彰氏 佐藤 吉勝 青森 マルシチ牧場 B440＋ 6 〃 クビ 187．5�
59 ファイナルブション 牝3青鹿54 宮崎 北斗廣崎利洋HD� 青木 孝文 新冠 川上牧場 424－ 61：28．7クビ 408．8�
24 ムーニーヴァレー 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 468＋101：28．91� 51．1�
816 ペイシャバレー 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 440－ 41：29．0� 141．2�
611 エリーザベト 牝3鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 南田美知雄 青森 荒谷牧場 450 ―1：33．2大差 176．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，809，000円 複勝： 170，675，600円 枠連： 15，126，700円
馬連： 66，178，000円 馬単： 43，949，400円 ワイド： 63，915，300円
3連複： 110，204，600円 3連単： 180，760，100円 計： 692，618，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 440円 � 120円 枠 連（1－8） 1，000円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 910円 �� 150円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 11，100円

票 数

単勝票数 計 418090 的中 � 195414（1番人気）
複勝票数 計1706756 的中 � 1279667（1番人気）� 19457（7番人気）� 144666（2番人気）
枠連票数 計 151267 的中 （1－8） 11717（3番人気）
馬連票数 計 661780 的中 �� 18876（8番人気）
馬単票数 計 439494 的中 �� 9959（11番人気）
ワイド票数 計 639153 的中 �� 14240（11番人気）�� 155008（1番人気）�� 9801（14番人気）
3連複票数 計1102046 的中 ��� 36337（6番人気）
3連単票数 計1807601 的中 ��� 11802（31番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．6―12．4―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．6―49．0―1：01．2―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ ル フ ィ ー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Lion Heart デビュー 2019．7．28 札幌7着

2017．3．24生 牝3栗 母 セルフプリザヴェーション 母母 Saintly Speaking 7戦1勝 賞金 14，400，000円
〔制裁〕 ムーニーヴァレー号の騎手丹内祐次は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリーザベト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月6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 バースデーギフト号

第３回 東京競馬 第１日



14003 6月6日 曇 良 （2東京3） 第1日 第3競走 1，300�3歳未勝利
発走11時10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

35 デルマクリスタル 牝3青鹿54 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 464＋ 61：19．2 2．8�
59 パイプライン �3鹿 56 田中 勝春青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 480－ 21：19．41� 9．6�
611 シゲルハウメア 牡3栗 56 田辺 裕信森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 452－ 61：20．03� 105．5�
12 フィーユレヴーズ 牝3栗 54 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 450± 01：20．1� 5．2�
36 リングアベル 牝3青鹿54 C．ルメール�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 4 〃 クビ 5．4�
47 イ ン プ ル ソ 牡3鹿 56 津村 明秀 	コスモヴューファーム 松山 将樹 新ひだか 三木田 明仁 476± 01：20．2クビ 6．2

48 ロッソビアンコネロ 牡3栗 56 吉田 豊星野 �男氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 504＋ 21：20．52 17．5�
23 キョウエイパラスト 牡3栗 56 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 498 ―1：21．13� 223．4
816 スエーニョルシード 牡3鹿 56 D．レーン 	シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 570＋10 〃 クビ 10．9�

（豪）

815 スイスライツ 牡3鹿 56 横山 和生永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 472－ 21：21．2クビ 26．9�
713 チャーミングアクト 牝3鹿 54 武藤 雅�G1レーシング 中舘 英二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ― 〃 クビ 31．4�
510 パ ベ ー ダ 牡3鹿 56 内田 博幸髙岡 浩行氏 松山 将樹 新冠 村上牧場 436－ 21：21．62 314．0�
11 ハヤブサピアーノ 牝3栗 54 北村 宏司武田 修氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 B472＋121：22．34 76．4�
612 アラマーチャン 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士戸佐 眞弓氏 小桧山 悟 新ひだか 嶋田牧場 448 ―1：23．04 295．6�
714 タマモビックホーム 牡3鹿 56

54 △木幡 育也タマモ� 藤原 辰雄 新ひだか 岡田牧場 440± 01：23．21� 635．8�
24 レ ク レ ー ル 牡3青鹿56 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 浦河 大西ファーム 474＋ 61：23．83� 394．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，106，800円 複勝： 83，817，800円 枠連： 16，092，600円
馬連： 79，416，500円 馬単： 34，600，200円 ワイド： 67，649，500円
3連複： 111，342，400円 3連単： 122，428，500円 計： 566，454，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 280円 � 2，000円 枠 連（3－5） 1，350円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 750円 �� 3，460円 �� 10，100円

3 連 複 ��� 56，460円 3 連 単 ��� 179，670円

票 数

単勝票数 計 511068 的中 � 145224（1番人気）
複勝票数 計 838178 的中 � 189369（1番人気）� 74120（5番人気）� 7834（11番人気）
枠連票数 計 160926 的中 （3－5） 9191（6番人気）
馬連票数 計 794165 的中 �� 30544（7番人気）
馬単票数 計 346002 的中 �� 7320（13番人気）
ワイド票数 計 676495 的中 �� 24589（6番人気）�� 4926（33番人気）�� 1663（50番人気）
3連複票数 計1113424 的中 ��� 1479（105番人気）
3連単票数 計1224285 的中 ��� 494（421番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．0―29．3―42．0―54．4―1：06．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマクリスタル �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．1．18 京都8着

2017．6．6生 牝3青鹿 母 デルマプロティナ 母母 ポールトゥウィン 7戦1勝 賞金 11，000，000円
〔発走状況〕 シゲルハウメア号は，馬場入場後に左前肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。発走時刻6分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レクレール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月6日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シゲルカンムリザ号・スナイプトウショウ号・デルマベリル号
※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。

14004 6月6日 曇 良 （2東京3） 第1日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時40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

817� オ ル テ ー ル 牡3鹿 54 D．レーン 吉田 和美氏 堀 宣行 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

502＋201：35．0 4．0�
（豪）

36 シラカワカツコ 牝3鹿 54 江田 照男大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 396＋ 41：35．31� 63．3�
611 フ ジ コ ウ キ 牡3芦 56

54 △木幡 育也荒木 誠氏 大江原 哲 新ひだか 岡田牧場 436－ 6 〃 クビ 19．2�
715 ト キ メ キ 牝3栗 54 木幡 巧也�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 476－ 21：35．4クビ 11．1�
713 パンダノポケット 牝3黒鹿54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田牧場 420－ 4 〃 クビ 604．5�
48 キャツクレードル 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 日高 いとう牧場 448＋ 4 〃 クビ 334．9	
59 ラゴンダカフェ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 444 ―1：35．5クビ 127．2

510 チャムランテソーロ 牡3鹿 56 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 462－ 41：35．6� 5．4�
47 イ ル ミ ナ ル 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 414－ 61：35．7� 1．7
816 タマノシュシュ 牝3青 54 横山 武史玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 斉藤英牧場 430＋ 6 〃 クビ 21．7�
612 グ ラ ン バ ル 牡3鹿 56 黛 弘人�ターフ・スポート和田 雄二 日高 奥山 博 444－20 〃 アタマ 288．2�
23 ディープブルーム 牝3鹿 54 丸田 恭介横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 476＋ 81：35．91 156．6�
818 ウ メ ノ ハ ナ 牝3黒鹿54 武藤 雅梅村 浩氏 小島 茂之 新ひだか 藤沢牧場 452＋ 41：36．0� 403．9�
11 シバノレイワ 牡3黒鹿56 北村 宏司柴 一男氏 萱野 浩二 新冠 中央牧場 452＋ 21：36．32 309．3�
24 トーセンコパン 牡3栗 56 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋161：37．36 201．0�
714 サ ン シ エ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 61：37．72� 714．0�
12 � シカゴテソーロ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 加 Josham Farms

Limited B474＋ 21：37．8� 522．9�
35 レッドベロム 牡3鹿 56

54 △菅原 明良 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510 ―1：44．3大差 79．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 57，657，400円 複勝： 127，894，200円 枠連： 14，112，300円
馬連： 71，217，600円 馬単： 46，004，100円 ワイド： 66，305，400円
3連複： 111，106，500円 3連単： 170，587，800円 計： 664，885，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 310円 � 1，530円 � 750円 枠 連（3－8） 4，830円

馬 連 �� 10，840円 馬 単 �� 17，740円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 930円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 31，170円 3 連 単 ��� 174，680円

票 数

単勝票数 計 576574 的中 � 113579（2番人気）
複勝票数 計1278942 的中 � 124516（2番人気）� 19952（7番人気）� 43322（5番人気）
枠連票数 計 141123 的中 （3－8） 2261（13番人気）
馬連票数 計 712176 的中 �� 5090（22番人気）
馬単票数 計 460041 的中 �� 1944（34番人気）
ワイド票数 計 663054 的中 �� 6161（19番人気）�� 19006（9番人気）�� 3900（25番人気）
3連複票数 計1111065 的中 ��� 2673（57番人気）
3連単票数 計1705878 的中 ��� 708（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．2―46．9―59．1―1：11．0―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．9
3 18，2－8－15（3，16）4，13（12，14）（1，7）（10，11，17）6－9＝5 4 18－2－（8，15）（3，16）（4，13）1（12，7，14）（10，17）（6，11）－9＝5

勝馬の
紹 介

�オ ル テ ー ル �
�
父 Snitzel �

�
母父 Street Sense デビュー 2019．12．1 中京2着

2017．8．6生 牡3鹿 母 Politeness 母母 Berengaria 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 トキメキ号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドベロム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月6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。
（非抽選馬） 2頭 ドルチェ号・ロジシップ号
※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。



14005 6月6日 曇 良 （2東京3） 第1日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時30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

55 ウインアグライア 牝2鹿 54 横山 武史�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 448 ―1：37．2 109．3�
77 ブエナベントゥーラ 牡2栗 54 D．レーン �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 クビ 1．5�

（豪）

78 サンハーリンゲン 牡2黒鹿54 丸山 元気 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 日高 株式会社
ケイズ 456 ―1：37．41� 24．2�

89 トーセンアレックス 牡2青鹿54 田辺 裕信島川 �哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ
スティファーム 452 ―1：37．61� 24．4	

810 セイウンブリスク 牡2黒鹿54 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 新ひだか 中田 英樹 506 ―1：37．7クビ 4．8

44 キュムロンニンバス 牡2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 464 ―1：38．44 201．0�
33 � ショベルヘッド 牡2鹿 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Siena

Farms LLC 466 ― 〃 ハナ 6．2�
66 リッチアロマ 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 前谷 武志 408 ―1：38．5� 216．0
11 トゥーフェイス 牡2鹿 54 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 470 ―1：38．6� 12．4�
22 バルネージュ 牡2芦 54 木幡 巧也手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 498 ―1：39．23� 43．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 91，817，800円 複勝： 106，800，800円 枠連： 10，768，700円
馬連： 78，731，800円 馬単： 55，873，200円 ワイド： 57，965，700円
3連複： 98，885，100円 3連単： 218，661，400円 計： 719，504，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，930円 複 勝 � 1，150円 � 110円 � 290円 枠 連（5－7） 5，330円

馬 連 �� 7，310円 馬 単 �� 26，150円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 8，660円 �� 500円

3 連 複 ��� 21，710円 3 連 単 ��� 410，690円

票 数

単勝票数 計 918178 的中 � 7136（8番人気）
複勝票数 計1068008 的中 � 9116（8番人気）� 646312（1番人気）� 45719（5番人気）
枠連票数 計 107687 的中 （5－7） 1563（10番人気）
馬連票数 計 787318 的中 �� 8345（18番人気）
馬単票数 計 558732 的中 �� 1602（39番人気）
ワイド票数 計 579657 的中 �� 8044（17番人気）�� 1617（36番人気）�� 32573（5番人気）
3連複票数 計 988851 的中 ��� 3416（42番人気）
3連単票数 計2186614 的中 ��� 386（342番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―25．0―37．9―50．6―1：02．9―1：14．6―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインアグライア �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Arch 初出走

2018．2．25生 牝2鹿 母 ウインアルテミス 母母 Walker’s Gal 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 トゥーフェイス号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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。

14006 6月6日 曇 良 （2東京3） 第1日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走13時00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

611 ブルーノジュネス 牡3鹿 56 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ
スティファーム B480－101：37．7 4．6�

510 ピースボヌール 牡3鹿 56 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 494＋ 41：38．33� 23．1�
23 エリモグリッター �3鹿 56 武藤 雅山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 446－ 81：38．72� 29．3�
12 ムーンダイアローグ 牡3栗 56 石橋 脩大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 藤原牧場 452± 01：39．33� 8．4�
713 ス ウ ェ ア ー 牡3鹿 56 木幡 初也吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B512＋ 81：39．4� 94．9	
612 リ ン ド ウ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 前川 勝春 428－ 21：39．5� 239．6

47 ジョイボヌール 牡3鹿 56 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 476 ―1：39．6� 25．1�
816 サウンドトラック 牡3栗 56 D．レーン �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 498－ 61：40．13 1．9�

（豪）

48 カ ナ ラ イ ズ 牡3黒鹿56 丸山 元気水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 B470＋ 21：40．73� 74．0
35 ブライトンビーチ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良坂巻 勝彦氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 480 ―1：40．91� 146．8�
714 ヤマタケピースフル �3鹿 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 畠山牧場 440－101：41．0� 443．4�
815 イントゥザスカイ 牡3黒鹿56 横山 武史山内 晃氏 和田正一郎 新ひだか 高橋フアーム 506－141：41．32 36．2�
59 セレーネグランツ 牝3黒鹿54 C．ルメール 林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：41．51� 4．6�
36 ヴァンダーファルケ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士�長浜牧場 大和田 成 新冠 長浜牧場 466－121：42．03 189．5�
11 オールドパル 牝3青鹿54 三浦 皇成髙橋 大氏 萩原 清 安平 追分ファーム 460－ 61：42．63� 230．9�
24 ツウカイヴィータ 牝3栗 54 勝浦 正樹木村 直樹氏 高橋 裕 新ひだか 萩澤 泰博 B462＋161：43．77 287．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，772，300円 複勝： 74，590，600円 枠連： 15，266，500円
馬連： 78，622，000円 馬単： 41，806，900円 ワイド： 69，349，500円
3連複： 119，141，800円 3連単： 156，151，200円 計： 606，700，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 260円 � 580円 � 630円 枠 連（5－6） 1，170円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 6，820円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，800円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 28，830円 3 連 単 ��� 134，770円

票 数

単勝票数 計 517723 的中 � 89724（2番人気）
複勝票数 計 745906 的中 � 85586（3番人気）� 31896（5番人気）� 28951（6番人気）
枠連票数 計 152665 的中 （5－6） 10089（4番人気）
馬連票数 計 786220 的中 �� 13774（11番人気）
馬単票数 計 418069 的中 �� 4593（18番人気）
ワイド票数 計 693495 的中 �� 18287（10番人気）�� 9882（16番人気）�� 4063（30番人気）
3連複票数 計1191418 的中 ��� 3099（61番人気）
3連単票数 計1561512 的中 ��� 840（289番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．4―12．8―12．3―12．3―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．7―48．5―1：00．8―1：13．1―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーノジュネス �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2019．7．7 函館3着

2017．5．1生 牡3鹿 母 ワルツオブキャット 母母 デルモニコキャット 9戦1勝 賞金 10，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツウカイヴィータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月6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〕 ヤマタケピースフル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月6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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エールプレジール号
（非抽選馬） 8頭 アルコンシチー号・キリシマダイオウ号・コンチサエッタ号・シャドウパイレーツ号・ディーカラーズ号・

ビッグゴシップ号・プーラン号・マイネルティプトン号
※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。



14007 6月6日 曇 良 （2東京3） 第1日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）（500万円以下）

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

713 プ リ マ ジ ア 牡3鹿 54 田辺 裕信藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 448－ 61：24．5 2．5�
36 アキノスマート 牡3鹿 54 横山 典弘穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 500＋161：24．6� 3．3�
24 チェスナットロール 牝3栗 52 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 444－ 61：25．34 47．9�
611 リアンフィーユ 牝3黒鹿52 横山 武史 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 454＋101：25．72� 18．9�
23 � ルミエールソレイユ 牝4栗 55 野中悠太郎岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 2 〃 ハナ 12．4�
35 スズカコーズマンボ 牡3鹿 54 北村 宏司永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B468－ 4 〃 クビ 32．9	
510	 ヴァンデリオン 牡3栗 54

52 ◇藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy
Bell & NATO 476＋ 61：25．8� 7．5


11 ロ ジ ポ ル カ 牡4栗 57
56 ☆菊沢 一樹久米田正明氏 菊沢 隆徳 新冠 村田牧場 474＋ 41：25．9� 49．4�

12 グレイスアン 牝4鹿 55 木幡 巧也 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 494＋141：26．0� 35．3�
816 ペイシャチャーム 牝3栗 52

49 ▲山田 敬士北所 直人氏 小手川 準 浦河 
川 啓一 450－ 21：26．21� 30．9
815 ジ ー ニ ー 牡4鹿 57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 502± 01：26．52 13．9�
59 ロークアルルージュ 牡4芦 57 戸崎 圭太尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム B556＋ 6 〃 ハナ 18．7�
612 ヤサカリベルテ 牡4栗 57 武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B456－121：26．92� 316．8�
714 ヤマタケクララ 牝3黒鹿 52

50 △菅原 明良山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 468± 01：27．43 167．6�
48 ハ デ ィ ア 牡3鹿 54 江田 照男�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 442± 0 〃 アタマ 75．5�
47 ファンファン 牡3黒鹿 54

52 △木幡 育也櫻井 正氏 深山 雅史 日高 高澤 正幸 440－ 61：30．1大差 87．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，337，100円 複勝： 89，894，600円 枠連： 18，487，800円
馬連： 97，982，300円 馬単： 40，915，400円 ワイド： 87，804，900円
3連複： 145，936，300円 3連単： 155，005，600円 計： 691，364，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 870円 枠 連（3－7） 520円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，010円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 28，460円

票 数

単勝票数 計 553371 的中 � 175977（1番人気）
複勝票数 計 898946 的中 � 224748（1番人気）� 157780（2番人気）� 16849（12番人気）
枠連票数 計 184878 的中 （3－7） 27223（1番人気）
馬連票数 計 979823 的中 �� 111970（1番人気）
馬単票数 計 409154 的中 �� 25189（1番人気）
ワイド票数 計 878049 的中 �� 78617（1番人気）�� 10457（24番人気）�� 5934（39番人気）
3連複票数 計1459363 的中 ��� 13183（25番人気）
3連単票数 計1550056 的中 ��� 3948（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．7―47．9―1：00．0―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ リ マ ジ ア �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．9．1 新潟5着

2017．1．15生 牡3鹿 母 オートキュイジーヌ 母母 メヤディーニ 8戦2勝 賞金 21，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファンファン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月6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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウインアクティーボ号・カズミドリーム号・キタノユウキ号・チェインストーリー号・マイネルサンタアナ号・

ヨシノパナギア号

14008 6月6日 曇 良 （2東京3） 第1日 第8競走 ��2，300�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・左）（500万円以下）

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
2：18．5
2：18．3

良
良

34 キタサンバルカン 牡4鹿 57 C．ルメール�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 438＋ 22：19．0 1．8�
22 カ ン バ ラ 牝3栗 51 武藤 雅ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋102：19．21� 14．7�
814 ダノンラスター �4鹿 57 D．レーン �ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム B464－ 82：19．83� 6．3�

（豪）

33 コロンドール 牡3栗 53 横山 武史栗坂 崇氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 500－ 82：20．22� 3．4�
57 シトラスクーラー �7鹿 57

55 △菅原 明良�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 456＋ 42：20．52 28．5	
46 ナ ミ ブ �4鹿 57 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 440± 0 〃 クビ 42．0

58 	 ロイヤルディクリー 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士Mr．ホース 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 536＋ 2 〃 ハナ 157．7�

610 マイティウェイ 牡4黒鹿57 丸山 元気 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 山際牧場 488＋ 42：20．6
 26．4�

712 ガ ト ン �4芦 57 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 498－ 62：20．7� 93．5
813 サンライズアキレス 牡4芦 57 三浦 皇成松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 492－ 82：21．12� 42．3�
11 マイネルコロンブス 牡3鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 62：21．84 35．9�
69 ヒラボククイーン 牝3黒鹿 51

49 ◇藤田菜七子�平田牧場 国枝 栄 浦河 辻 牧場 462－ 22：22．12 73．2�
711 エコロタイガー 牡3芦 53

51 △木幡 育也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 宮内牧場 528＋ 2 （競走中止） 60．9�
（13頭）

45 インペリアルフィズ 牡6栗 57 石橋 脩 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 55，474，700円 複勝： 73，834，000円 枠連： 18，122，400円
馬連： 89，879，500円 馬単： 46，649，200円 ワイド： 69，341，700円
3連複： 138，128，500円 3連単： 184，852，300円 計： 676，282，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 270円 � 170円 枠 連（2－3） 900円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 450円 �� 280円 �� 990円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 差引計 554747（返還計 189） 的中 � 237825（1番人気）
複勝票数 差引計 738340（返還計 217） 的中 � 282565（1番人気）� 44736（4番人気）� 88187（3番人気）
枠連票数 差引計 181224（返還計 8 ） 的中 （2－3） 15515（3番人気）
馬連票数 差引計 898795（返還計 745） 的中 �� 62494（3番人気）
馬単票数 差引計 466492（返還計 308） 的中 �� 19898（5番人気）
ワイド票数 差引計 693417（返還計 671） 的中 �� 38722（3番人気）�� 70865（2番人気）�� 16073（11番人気）
3連複票数 差引計1381285（返還計 2300） 的中 ��� 55723（5番人気）
3連単票数 差引計1848523（返還計 3413） 的中 ��� 19379（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．2―18．3―30．9―43．4―55．7―1：08．2―1：20．9―1：33．1―1：44．8―1：56．3―2：07．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタサンバルカン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．21 福島4着

2016．2．9生 牡4鹿 母 ウィズザフロウ 母母 プチノワール 14戦2勝 賞金 46，593，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔出走取消〕 インペリアルフィズ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔競走中止〕 エコロタイガー号は，競走中に疾病〔左第3中足骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
※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。



14009 6月6日 曇 良 （2東京3） 第1日 第9競走 1，800�
こ く ぶ ん じ

国 分 寺 特 別
発走14時35分 （芝・左）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000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
1：44．2
1：43．9

良
良

812 レッドアルマーダ �4鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 530－101：46．4 3．0�
813 カナロアガール 牝4鹿 55 田辺 裕信広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 466＋ 21：46．5� 7．4�
22 ビバヴィットーリオ 牡3鹿 54 D．レーン 平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 514＋ 4 〃 クビ 3．6�

（豪）

68 ディアセオリー 牡3鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 486＋ 21：46．6� 3．9�

11 スパークオブライフ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 404＋ 2 〃 アタマ 18．2�
69 ペルソナデザイン 牡4鹿 57 丸山 元気�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム B476＋ 21：46．81� 15．0	
44 ミ チ ビ キ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 41：47．01� 48．9

33 キョウエイゴー 牡3黒鹿54 内田 博幸田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 松浦牧場 B496＋ 21：47．1� 103．2�
56 ウエスタンランポ 牝4鹿 55 菊沢 一樹西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 402－ 4 〃 クビ 221．6�
57 ジュエルタワー 牝3黒鹿52 津村 明秀 社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 41：47．84 13．2�
710� オノーレペスカ 牝4青 55 山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 432－ 21：48．01� 354．2�
711 エバンタイユドール 牝3栗 52 木幡 育也井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン

テンファーム 510＋ 61：48．1� 103．2�
45 コスモシークレット 牡3栗 54 横山 武史 ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 450± 01：48．63 66．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，069，900円 複勝： 78，061，500円 枠連： 19，996，700円
馬連： 119，455，100円 馬単： 50，267，100円 ワイド： 78，911，200円
3連複： 158，120，000円 3連単： 205，161，200円 計： 769，042，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 140円 枠 連（8－8） 1，050円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 420円 �� 300円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 6，520円

票 数

単勝票数 計 590699 的中 � 155512（1番人気）
複勝票数 計 780615 的中 � 141137（2番人気）� 115114（4番人気）� 158648（1番人気）
枠連票数 計 199967 的中 （8－8） 14636（4番人気）
馬連票数 計1194551 的中 �� 79885（4番人気）
馬単票数 計 502671 的中 �� 22075（5番人気）
ワイド票数 計 789112 的中 �� 46647（4番人気）�� 72652（1番人気）�� 37917（6番人気）
3連複票数 計1581200 的中 ��� 79561（3番人気）
3連単票数 計2051612 的中 ��� 22801（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．0―12．4―12．2―11．8―11．3―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．0―48．4―1：00．6―1：12．4―1：23．7―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

レッドアルマーダ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．8．3 新潟11着

2016．5．12生 �4鹿 母 レッドシェリール 母母 マ ン ダ ラ ラ 4戦2勝 賞金 21，865，000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。

14010 6月6日 曇 良 （2東京3） 第1日 第10競走 ��1，400�
ゆ い が は ま

由 比 ヶ 浜 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．6．1以降2．5．31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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

714 タガノスカイハイ 牡5鹿 55 浜中 俊八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492－ 61：20．1 17．0�

713 ペイシャドリーム 牝4鹿 53 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 456＋ 4 〃 クビ 32．9�
612 アルミューテン 牝6栗 52 丹内 祐次伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 500－ 41：20．31� 32．7�
35 キャッチミーアップ 牝5鹿 52 丸山 元気畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 464－ 6 〃 ハナ 20．4�
815 ペコリーノロマーノ 牝3鹿 51 菅原 明良平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 クビ 12．2�
12 � コスモエスパーダ 牡4青 56 D．レーン �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 静内酒井牧場 480± 01：20．51 2．9	

（豪）

36 シセイタイガ 牡4青鹿55 三浦 皇成猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ
ファーム 444－ 81：20．6� 7．3


816 スズカアーチスト 牝5黒鹿53 江田 照男永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B464－ 61：20．7� 11．5�
59 プリミエラムール 牝4芦 52 丸田 恭介ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 田中スタッド 448＋ 2 〃 クビ 97．8
23 オータムレッド 牝3栗 51 武藤 雅青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 432± 01：20．8� 8．3�
510 ミモザイエロー 牝4栗 52 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 456－ 41：20．9� 8．3�
11 オーシャンビュー 牡7鹿 53 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 456＋ 2 〃 クビ 243．1�
48 ロジスカーレット 牡5鹿 54 田辺 裕信久米田正明氏 国枝 栄 洞	湖 レイクヴィラファーム 444－ 21：21．0� 29．2�
24 ショウナンバニラ 牝4鹿 54 北村 宏司�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 424－ 61：21．1クビ 60．4�
47 ド ウ デ ィ 牡6鹿 53 菊沢 一樹 e馬主組合 小野 次郎 新冠 松浦牧場 484＋ 61：21．2� 242．4�
611 ココフィーユ 牝4鹿 53 戸崎 圭太 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444－ 21：21．73 8．3�
817 ビヨンジオール 牡8鹿 54 柴田 善臣林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 510－ 61：21．8� 146．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 67，108，400円 複勝： 98，268，000円 枠連： 30，881，100円
馬連： 166，772，100円 馬単： 56，710，500円 ワイド： 117，553，300円
3連複： 260，654，800円 3連単： 253，983，600円 計： 1，051，931，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 530円 � 800円 � 920円 枠 連（7－7） 14，730円

馬 連 �� 13，680円 馬 単 �� 23，930円

ワ イ ド �� 4，370円 �� 6，580円 �� 9，220円

3 連 複 ��� 104，090円 3 連 単 ��� 559，690円

票 数

単勝票数 計 671084 的中 � 31491（8番人気）
複勝票数 計 982680 的中 � 50582（8番人気）� 32260（11番人気）� 27539（12番人気）
枠連票数 計 308811 的中 （7－7） 1624（32番人気）
馬連票数 計1667721 的中 �� 9446（48番人気）
馬単票数 計 567105 的中 �� 1777（91番人気）
ワイド票数 計1175533 的中 �� 6982（52番人気）�� 4605（67番人気）�� 3279（75番人気）
3連複票数 計2606548 的中 ��� 1878（264番人気）
3連単票数 計2539836 的中 ��� 329（1449番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．3―11．3―11．0―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．5―45．8―56．8―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．3
3 12（2，13）（5，15）（14，16）（6，17）（7，8）3（10，9）1，11，4 4 12－（2，13）（5，15）（14，16）（6，8）17，3（7，9）（1，10）（4，11）

勝馬の
紹 介

タガノスカイハイ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エアジハード デビュー 2017．6．4 阪神2着

2015．3．4生 牡5鹿 母 キープクワイエット 母母 ビーサイレント 24戦3勝 賞金 49，218，000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。



14011 6月6日 曇 良 （2東京3） 第1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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

66 エルデュクラージュ �6芦 57 C．ルメール �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 502± 02：09．9 4．6�
78 マスターフェンサー 牡4栗 56 浜中 俊吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 496＋ 82：10．0� 2．1�
810 サトノティターン 牡7黒鹿59 D．レーン 里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 582－ 42：10．31� 4．0�

（豪）

22 ロードブレス 牡4黒鹿56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 504－ 6 〃 クビ 8．5�
33 ア ル ド ー レ 牡5栗 56 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 504＋28 〃 アタマ 21．6	
89 チェスナットコート 牡6栗 56 石川裕紀人窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 462－ 82：10．4クビ 134．4

55 ダイシンインディー 牡4栗 56 吉田 豊大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 546＋ 22：10．5� 11．2�
77 メイプルブラザー 牡6栗 56 森 裕太朗節 英司氏 清水 久詞 新ひだか 本桐牧場 506± 0 〃 ハナ 34．8�
11 ホーリーブレイズ 牡6鹿 56 内田 博幸村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 478＋ 6 〃 アタマ 73．3
44 テルペリオン 牡6栗 58 横山 武史�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 524－ 62：11．03 67．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 117，662，600円 複勝： 115，004，000円 枠連： 26，311，200円
馬連： 225，325，700円 馬単： 99，985，500円 ワイド： 132，631，600円
3連複： 307，147，900円 3連単： 569，440，600円 計： 1，593，509，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 180円 �� 250円 �� 180円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 2，550円

票 数

単勝票数 計1176626 的中 � 201791（3番人気）
複勝票数 計1150040 的中 � 196668（3番人気）� 351345（1番人気）� 206485（2番人気）
枠連票数 計 263112 的中 （6－7） 43829（2番人気）
馬連票数 計2253257 的中 �� 371959（2番人気）
馬単票数 計 999855 的中 �� 67452（4番人気）
ワイド票数 計1326316 的中 �� 201459（1番人気）�� 117050（3番人気）�� 191536（2番人気）
3連複票数 計3071479 的中 ��� 501252（1番人気）
3連単票数 計5694406 的中 ��� 161507（3番人気）

ハロンタイム 7．1―11．8―12．7―12．7―12．4―12．5―12．7―12．4―11．8―11．7―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．9―31．6―44．3―56．7―1：09．2―1：21．9―1：34．3―1：46．1―1：57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
5，6（2，9）4（1，8）（7，10）－3
5，6（2，9）（1，8）4（7，10）－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エルデュクラージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都1着

2014．5．3生 �6芦 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 23戦7勝 賞金 122，419，000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。

14012 6月6日 曇 良 （2東京3） 第1日 第12競走 1，600�3歳以上2勝クラス
発走16時30分 （ダート・左）（1000万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714 ブランクチェック 牝3栗 52 戸崎 圭太ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478－ 21：36．8 2．7�

59 サルサレイア 牝4栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 488＋ 21：37．22� 4．3�
12 モリトシラユリ 牝6芦 55

53 △菅原 明良�浜本牧場 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 502＋101：37．41� 31．4�
48 アスターストーリー 牝6鹿 55 武藤 雅加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 462－ 4 〃 クビ 31．1�
612 アポロマーキュリー 牝6栗 55 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 三輪 幸子 474－ 21：37．5� 86．1�
713 イベリスリーフ 牝4栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 アタマ 7．0	
35 トゥーフラッシー 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 468± 01：37．71� 32．6

510� トゥインクルリーフ 牝4鹿 55 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか ウエスタンファーム 458＋181：37．8� 5．6�
11 シアワセデス 牝7鹿 55

53 ◇藤田菜七子窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社
吉田ファーム 488－ 81：37．9� 78．8

816 フラッシングジェム 牝4青鹿55 横山 和生 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 476－ 21：38．11 12．7�
36 ク リ ッ パ ー 牝5青鹿55 内田 博幸吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B490－ 6 〃 ハナ 29．6�
24 サムシングフレア 牝7鹿 55 木幡 巧也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 502－ 21：38．2� 273．0�
815 ドヒョウギワ 牝5栗 55 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 508＋261：39．05 170．4�
611 モリノカワセミ 牝4鹿 55

53 △木幡 育也森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 458± 01：39．1� 25．4�
47 スコッチリール 牝4黒鹿55 北村 宏司 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：39．2� 19．7�
23 ドゥエルメス 牝4黒鹿55 浜中 俊大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 514± 01：39．41� 92．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 102，904，100円 複勝： 151，337，800円 枠連： 54，490，100円
馬連： 209，139，200円 馬単： 83，994，600円 ワイド： 171，069，900円
3連複： 335，806，200円 3連単： 375，349，400円 計： 1，484，091，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 150円 � 420円 枠 連（5－7） 280円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，120円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 13，830円

票 数

単勝票数 計1029041 的中 � 297288（1番人気）
複勝票数 計1513378 的中 � 348724（1番人気）� 275859（2番人気）� 64221（8番人気）
枠連票数 計 544901 的中 （5－7） 150797（1番人気）
馬連票数 計2091392 的中 �� 218892（1番人気）
馬単票数 計 839946 的中 �� 53994（1番人気）
ワイド票数 計1710699 的中 �� 151855（1番人気）�� 36716（11番人気）�� 31581（15番人気）
3連複票数 計3358062 的中 ��� 54826（10番人気）
3連単票数 計3753494 的中 ��� 19663（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．1―48．5―1：00．4―1：12．2―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランクチェック �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2020．1．25 中山1着

2017．4．24生 牝3栗 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 4戦3勝 賞金 27，200，000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 ヤマニンリュシオル号



（2東京3）第1日 6月6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 174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

218，050，000円
1，730，000円
20，940，000円
1，300，000円
25，240，000円
74，965，500円
5，552，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
778，531，800円
1，208，070，600円
252，083，900円
1，336，533，500円
624，378，500円
1，024，615，800円
1，983，515，100円
2，686，281，900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 9，894，011，100円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回東京競馬第1日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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