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14013 6月7日 曇 不良 （2東京3） 第2日 第1競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時05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

36 クインズモモナ 牝3鹿 54 田辺 裕信亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 61：37．9 11．8�
510 ルレーヴドゥリリ 牝3黒鹿54 野中悠太郎加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 492＋ 21：38．53� 7．2�
48 ジュンヴァドス 牝3黒鹿54 北村 宏司河合 裕明氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 404－ 71：38．6� 64．2�
47 ネイビーロマン 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 470－ 2 〃 クビ 6．5�
611 スノーレイズ 牝3芦 54

52 △木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 436± 01：38．91� 16．1�

612 ソ ヨ ギ 牝3青鹿54 吉田 豊海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 468＋ 2 〃 クビ 2．1	
24 マベルロンジュ 牝3栗 54 横山 武史落合 幸弘氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 464＋ 41：39．11 9．8

816 ビ ジ ョ 牝3栗 54 武士沢友治 �京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか 下屋敷牧場 470 ―1：39．2� 50．9�
23 キ ク 牝3鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 豊洋牧場 462－ 21：39．3� 6．4�
59 テイエムビーナス 牝3鹿 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 476－ 41：39．51� 86．7
35 ミ ュ ー ズ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介�パニオロ 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 472－ 2 〃 クビ 127．7�
12 キイエクスプロード 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 424＋ 41：39．6� 53．7�
815 ピースサイン 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 400 ―1：40．45 166．9�
714 ブラックヴァローナ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士黒澤 尚氏 林 徹 日高 Wing Farm 428＋ 61：40．61 93．9�
713 デルマターコイズ 牝3鹿 54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム 424－ 81：40．7� 344．8�
11 カ ゼ ト ソ ラ 牝3黒鹿54 岩部 純二川島 与市氏 石毛 善彦 新冠 長浜牧場 480 ―1：42．29 204．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，920，500円 複勝： 68，377，800円 枠連： 14，873，400円
馬連： 79，623，900円 馬単： 38，348，500円 ワイド： 69，642，100円
3連複： 127，159，400円 3連単： 143，570，200円 計： 585，515，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 360円 � 260円 � 1，480円 枠 連（3－5） 4，540円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 9，630円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 7，240円 �� 4，740円

3 連 複 ��� 67，250円 3 連 単 ��� 361，410円

票 数

単勝票数 計 439205 的中 � 29680（6番人気）
複勝票数 計 683778 的中 � 51276（5番人気）� 78174（4番人気）� 10328（11番人気）
枠連票数 計 148734 的中 （3－5） 2534（15番人気）
馬連票数 計 796239 的中 �� 13904（19番人気）
馬単票数 計 383485 的中 �� 2984（36番人気）
ワイド票数 計 696421 的中 �� 13734（15番人気）�� 2437（45番人気）�� 3748（35番人気）
3連複票数 計1271594 的中 ��� 1418（119番人気）
3連単票数 計1435702 的中 ��� 288（611番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．7―48．6―1：01．4―1：13．7―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズモモナ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．4．25 東京11着

2017．2．25生 牝3鹿 母 プラチナレイン 母母 ポストパレード 3戦1勝 賞金 5，610，000円
〔制裁〕 クインズモモナ号の騎手田辺裕信は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・9番）
※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 カフェメモワール号

14014 6月7日 晴 不良 （2東京3） 第2日 第2競走 ��2，100�3歳未勝利
発走10時35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

714 シュバルツイェガー 牡3黒鹿56 三浦 皇成西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 476－ 22：12．0 2．5�
611 ナックジーニアス 牡3栗 56 田中 勝春小松 欣也氏 宗像 義忠 新冠 守矢牧場 512－ 42：12．1� 7．1�
816 プルークファーレン 牡3栗 56 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 22：12．73� 17．9�
612 ショウナンアクア 牡3栗 56 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 466± 02：12．91� 43．8�
510 ゲンキチボン 牡3栗 56 木幡 巧也荒井 元明氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム B486＋102：13．21� 10．1�
36 マイネルカガヤキ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 竹中牧場 B480＋ 42：13．3� 17．6	
815 レストレーション 牡3黒鹿56 武藤 雅岡田 牧雄氏 池上 昌和 新冠 石田牧場 496± 02：13．51� 15．3

713 ロドルフォブレイン 牡3鹿 56 横山 武史エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 信岡牧場 526± 02：13．71 5．7�
35 ルヴィーヴル 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508－ 22：14．12� 7．9

59 ジンフラッシュ 牡3青鹿56 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 478－ 82：14．2クビ 10．9�
48 フジサンライボー 牡3鹿 56 勝浦 正樹藤田 秀行氏 的場 均 新ひだか 木田牧場 494－ 2 〃 ハナ 393．2�
23 グッドリドゥンス 牡3栗 56 的場 勇人林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 474－ 42：14．41� 306．2�
12 グラスエルファロ 牡3鹿 56 江田 照男半沢� 菊川 正達 日高 ヤナガワ牧場 444＋102：15．57 103．6�
24 ミユキアウグストス 牡3栗 56 内田 博幸長井 純一氏 清水 英克 新ひだか 山際 智 B530＋122：16．35 115．7�
47 キセキガクル 牡3黒鹿 56

54 △菅原 明良田畑 利彦氏 加藤士津八 浦河 笹島 政信 B484± 02：16．4クビ 243．5�
11 アタカリスポーン 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大�高瀬牧場 鈴木 伸尋 新冠 高瀬牧場 532－ 42：20．2大差 245．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，358，400円 複勝： 70，148，100円 枠連： 21，007，800円
馬連： 82，334，500円 馬単： 33，976，300円 ワイド： 72，118，700円
3連複： 126，631，600円 3連単： 131，612，400円 計： 584，187，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 250円 � 350円 枠 連（6－7） 740円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，120円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 21，670円

票 数

単勝票数 計 463584 的中 � 144054（1番人気）
複勝票数 計 701481 的中 � 179876（1番人気）� 64770（3番人気）� 40806（8番人気）
枠連票数 計 210078 的中 （6－7） 21792（4番人気）
馬連票数 計 823345 的中 �� 50303（2番人気）
馬単票数 計 339763 的中 �� 11757（3番人気）
ワイド票数 計 721187 的中 �� 30187（2番人気）�� 16262（12番人気）�� 12573（18番人気）
3連複票数 計1266316 的中 ��� 16535（15番人気）
3連単票数 計1316124 的中 ��� 4403（49番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．2―12．9―13．0―13．0―12．8―12．7―12．1―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．2―30．4―43．3―56．3―1：09．3―1：22．1―1：34．8―1：46．9―1：59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

シュバルツイェガー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．3．14 中山2着

2017．4．23生 牡3黒鹿 母 スプリングフェスタ 母母 スプリングチケット 5戦1勝 賞金 12，010，000円
〔制裁〕 ルヴィーヴル号の騎手菊沢一樹は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
〔その他〕 ルヴィーヴル号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アタカリスポーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月7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〕 キセキガクル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月7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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カラヤン号・キークラウン号
（非抽選馬） 2頭 エアリアルシティー号・リングアップ号

第３回 東京競馬 第２日



14015 6月7日 晴 不良 （2東京3） 第2日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

35 ブルーダイヤカフェ 牡3青 56 横山 典弘西川 恭子氏 和田 勇介 登別 登別上水牧場 530 ―1：24．5 17．1�
24 ウラワザテクニック 牡3芦 56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 オリオンファーム 476＋ 21：24．92� 5．6�
612 フ ィ ー バ ス 牡3鹿 56

54 △菅原 明良松村 真司氏 田中 剛 新ひだか 中村 和夫 B476＋ 41：25．0� 50．9�
714 ジオパークアポロ 牡3栗 56

54 △木幡 育也小関 勝紀氏 柄崎 孝 様似 中村 俊紀 438± 01：25．1クビ 10．9�
36 エ ス ペ ル ト 牡3青鹿56 北村 宏司�ラ・メール 池上 昌和 新ひだか 田中 裕之 B480－ 2 〃 ハナ 53．8�
47 ハーモニクス 牝3鹿 54 D．レーン 	シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：25．31� 6．6


（豪）

611 タイセイダンク 牡3鹿 56 石川裕紀人田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 富田牧場 B444－ 2 〃 クビ 46．3�
59 ケイアイロトルア 牡3鹿 56 川田 将雅亀田 和弘氏 加藤 征弘 新ひだか 松田牧場 468－ 41：25．51� 1．9�
23 ラ フ ァ エ ル 牡3栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B484－ 41：25．71 10．0
11 ハッピーミニスター 牡3黒鹿56 福永 祐一堀 祥子氏 池上 昌和 新ひだか 萩澤 泰博 466＋ 41：26．33� 18．6�
510 クインズウィッシュ 牝3鹿 54 武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B420＋ 61：26．4� 213．4�
713 フレンチクイーン 牝3鹿 54 杉原 誠人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430＋ 41：27．57 75．1�
48 アトムヴェローチェ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 446－ 41：27．71� 155．9�
815 カ ス ミ 牝3鹿 54 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 浦河 惣田 英幸 460＋ 21：28．01� 233．4�
816 リーディングレディ 牝3栗 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 81：28．31� 53．4�
12 シゲルパンドラ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 青森 青南ムラカミ
ファーム 478＋ 41：29．04 197．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，152，800円 複勝： 84，133，600円 枠連： 16，799，800円
馬連： 87，841，200円 馬単： 46，291，500円 ワイド： 81，912，500円
3連複： 134，822，500円 3連単： 169，451，500円 計： 673，405，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 650円 � 240円 � 1，080円 枠 連（2－3） 3，430円

馬 連 �� 11，250円 馬 単 �� 22，690円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 17，040円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 129，140円 3 連 単 ��� 656，960円

票 数

単勝票数 計 521528 的中 � 24366（6番人気）
複勝票数 計 841336 的中 � 31445（7番人気）� 111192（2番人気）� 17977（10番人気）
枠連票数 計 167998 的中 （2－3） 3791（11番人気）
馬連票数 計 878412 的中 �� 6046（23番人気）
馬単票数 計 462915 的中 �� 1530（53番人気）
ワイド票数 計 819125 的中 �� 7661（25番人気）�� 1223（78番人気）�� 6837（27番人気）
3連複票数 計1348225 的中 ��� 783（186番人気）
3連単票数 計1694515 的中 ��� 187（932番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．3―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．8―47．1―59．4―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーダイヤカフェ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2017．3．7生 牡3青 母 ヒカルダイヤモンド 母母 クラクエンレディー 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルパンドラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月7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〕 クインズウィッシュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月7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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アンブローニュ号・エクステンデット号・カイエトゥール号・クラウンパイオニア号・コスモビートイット号・

シゲルガラテア号・スーリエドヴェール号・タシロ号・トーレスデルパイネ号・ノボパニコ号・ピュティ号・
マカレナダンス号・ヤマニンパジャッソ号・ラッキーボーイ号・リモテソーロ号

※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。

14016 6月7日 晴 稍重 （2東京3） 第2日 第4競走 ��
��2，400�3歳未勝利

発走11時35分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

612 エドノフェリーチェ 牝3芦 54 D．レーン 遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B448± 02：26．2 2．4�
（豪）

611 ベデザンジュ 牝3鹿 54 田辺 裕信�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－ 4 〃 クビ 3．9�

510 マイネルケイローン 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム B434＋ 42：26．94 37．5�

713 ハーツシンフォニー 牡3青鹿56 川田 将雅 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 下河辺牧場 B472－ 42：27．0� 7．7�
35 バルバレスコ 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 476－ 22：27．21 6．4	
11 マイネルエルガー 牡3栗 56 丹内 祐次 �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 466± 02：27．3� 10．7

59 フェスティヴスーリ 牡3黒鹿56 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 470± 02：27．72� 123．8�
12 トップリーチ 牡3黒鹿56 横山 和生紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 436± 02：27．91	 40．6�

714 ララロトリー 
3黒鹿56 大庭 和弥フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 474－102：28．32� 248．0
（法942）

815 ピオニーテソーロ 牝3鹿 54
52 △菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 414＋ 22：28．72� 97．5�
23 シゲルカイオウセイ 牡3芦 56 嘉藤 貴行森中 蕃氏 田中 清隆 浦河 ディアレスト

クラブ 514－ 62：29．23 32．6�
24 プレーリーシップ 牡3青 56 武士沢友治合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 シンボリ牧場 446± 0 〃 アタマ 111．1�
48 フォースオブライフ 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 松山 将樹 新冠 富本 茂喜 410－ 62：29．41	 692．4�
817 マッチザハッチ 牡3黒鹿56 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 482± 02：29．5� 114．4�
36 オルプランタン 牝3鹿 54 石川裕紀人岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 6 〃 アタマ 372．2�
47 マイネルグランサム 牡3鹿 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 シンカンファーム 458－ 2 〃 ハナ 54．5�
816 アネモネテソーロ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 幌村牧場 484± 02：30．45 14．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 56，957，000円 複勝： 85，798，300円 枠連： 19，062，700円
馬連： 91，872，400円 馬単： 38，964，600円 ワイド： 81，556，300円
3連複： 135，761，200円 3連単： 148，483，200円 計： 658，455，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 170円 � 450円 枠 連（6－6） 530円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，390円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 15，070円

票 数

単勝票数 計 569570 的中 � 186764（1番人気）
複勝票数 計 857983 的中 � 247475（1番人気）� 128218（2番人気）� 32007（7番人気）
枠連票数 計 190627 的中 （6－6） 27753（1番人気）
馬連票数 計 918724 的中 �� 139078（1番人気）
馬単票数 計 389646 的中 �� 30706（1番人気）
ワイド票数 計 815563 的中 �� 84535（1番人気）�� 13931（16番人気）�� 8082（24番人気）
3連複票数 計1357612 的中 ��� 19805（13番人気）
3連単票数 計1484832 的中 ��� 7139（38番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．5―12．0―12．0―12．2―12．7―12．2―12．2―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．1―36．6―48．6―1：00．6―1：12．8―1：25．5―1：37．7―1：49．9―2：02．0―2：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

エドノフェリーチェ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．1．25 中山5着

2017．3．30生 牝3芦 母 ダイヤモンドギフト 母母 ダイヤモンドクイン 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 フォースオブライフ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月7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。



14017 6月7日 晴 稍重 （2東京3） 第2日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・左）

牝；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

44 サトノレイナス 牝2鹿 54 C．ルメール �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472 ―1：37．7 1．4�
55 ジュラメント 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 408 ―1：37．8� 45．3�
89 アップリバー 牝2青鹿54 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 クビ 4．9�
77 ノットイェット 牝2鹿 54 武藤 雅東海林貴大氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 482 ―1：38．65 19．9�
33 ヨウコウザクラ 牝2芦 54 三浦 皇成吉田 安惠氏 尾形 和幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：39．23� 5．6�
22 ヒカルマドンナ 牝2青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹安蒜 一修氏 柄崎 孝 新冠 佐藤牧場 422 ―1：39．3� 91．0	
88 トーセンミシェル 牝2黒鹿54 吉田 豊島川 
哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 440 ― 〃 ハナ 93．9�
66 ステディシュシュ 牝2鹿 54 杉原 誠人亀岡 和彦氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 468 ―1：39．93� 37．8�
11 モンキーポッド 牝2鹿 54 M．デムーロ小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 440 ―1：40．11� 18．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 83，452，000円 複勝： 128，142，000円 枠連： 9，316，100円
馬連： 67，993，200円 馬単： 54，982，700円 ワイド： 47，642，400円
3連複： 85，055，800円 3連単： 219，469，300円 計： 696，053，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 430円 � 120円 枠 連（4－5） 2，590円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 780円 �� 170円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 13，160円

票 数

単勝票数 計 834520 的中 � 445509（1番人気）
複勝票数 計1281420 的中 � 905801（1番人気）� 16980（7番人気）� 130563（2番人気）
枠連票数 計 93161 的中 （4－5） 2779（7番人気）
馬連票数 計 679932 的中 �� 20582（7番人気）
馬単票数 計 549827 的中 �� 14326（10番人気）
ワイド票数 計 476424 的中 �� 13136（11番人気）�� 95346（1番人気）�� 6670（15番人気）
3連複票数 計 850558 的中 ��� 21359（9番人気）
3連単票数 計2194693 的中 ��� 12085（36番人気）

ハロンタイム 12．7―12．3―13．0―12．5―12．7―11．5―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―25．0―38．0―50．5―1：03．2―1：14．7―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．5
3 ・（7，5）2，9（8，4）3，6，1 4 ・（7，5）（2，9）4（8，3）6，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノレイナス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Not For Sale 初出走

2018．2．26生 牝2鹿 母 バラダセール 母母 La Balada 1戦1勝 賞金 7，000，000円

14018 6月7日 晴 稍重 （2東京3） 第2日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時55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
1：20．3

良
良

814 グレイトミッション 牝2栗 54 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 444 ―1：23．7 9．5�
711 エコロテッチャン 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子原村 正紀氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 406 ―1：23．91� 63．4�
34 エナジーロッソ 牝2鹿 54 D．レーン �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 476 ―1：24．11� 4．7�

（豪）

45 プルスウルトラ 牡2栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 484 ―1：24．31 24．5�
69 オオシマサフィール 牝2栗 54 丸山 元気�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 426 ―1：24．62 7．0	
610 ユイノチャッキー 牡2栗 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 490 ―1：24．7� 17．3

11 マイネルアミスター 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 丸村村下
ファーム 474 ― 〃 クビ 26．6�

58 ランディングホース 牡2栗 54
52 △菅原 明良矢野 恭裕氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 412 ―1：25．01� 152．6�

57 ミカンタルト 牝2黒鹿54 M．デムーロ保坂 和孝氏 林 徹 浦河 宮内牧場 424 ― 〃 クビ 34．3
33 トーセンヘンリー 牡2栗 54 木幡 初也島川 �哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム 478 ―1：25．21� 74．3�
813 リュラネブラ 牡2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474 ―1：25．3� 2．4�
712 プロバーティオ 牡2鹿 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 494 ―1：25．62 29．3�
46 ベルウッドアカラ 牡2栗 54 横山 和生鈴木 照雄氏 小野 次郎 新冠 パカパカ

ファーム 476 ―1：26．45 11．7�
22 チェイスモード 牡2芦 54 北村 宏司 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 472 ―1：32．0大差 114．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 69，248，600円 複勝： 68，211，800円 枠連： 19，693，100円
馬連： 84，056，200円 馬単： 38，098，500円 ワイド： 66，282，300円
3連複： 113，667，300円 3連単： 131，965，300円 計： 591，223，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 270円 � 1，010円 � 210円 枠 連（7－8） 1，600円

馬 連 �� 17，400円 馬 単 �� 34，130円

ワ イ ド �� 5，100円 �� 710円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 30，150円 3 連 単 ��� 211，670円

票 数

単勝票数 計 692486 的中 � 61378（4番人気）
複勝票数 計 682118 的中 � 68384（4番人気）� 14255（11番人気）� 100524（2番人気）
枠連票数 計 196931 的中 （7－8） 9489（8番人気）
馬連票数 計 840562 的中 �� 3742（45番人気）
馬単票数 計 380985 的中 �� 837（83番人気）
ワイド票数 計 662823 的中 �� 3236（48番人気）�� 25552（6番人気）�� 4600（38番人気）
3連複票数 計1136673 的中 ��� 2827（95番人気）
3連単票数 計1319653 的中 ��� 452（598番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．7―12．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．5―48．2―1：00．2―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．5
3 ・（11，7）（1，12）5－6（4，10）14－13－9，8－3＝2 4 11，7（1，12）（5，14）（4，6）10（13，9）－8－3＝2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グレイトミッション �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Bernardini 初出走

2018．3．13生 牝2栗 母 アートスタジオ 母母 Atelier 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 チェイスモード号は，競走中に疾病〔右第3足根骨板状骨折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。
※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。



14019 6月7日 晴 重 （2東京3） 第2日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：33．8
1：33．3

重
良

714 ラブリーエンジェル 牝3栗 52 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 430＋ 21：36．1 4．5�
713 フラッフィクラウド 牡3芦 54 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 472＋ 8 〃 クビ 11．4�
815 ホーカスポーカス 牡5鹿 57

55 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 436＋ 41：36．52� 38．2�
11 � チェリートリトン 牡6芦 57

54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 490＋ 21：36．6� 38．3�
611 マイネルレンカ 牡6黒鹿57 D．レーン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 474± 0 〃 アタマ 17．8�
（豪）

48 コ ス モ オ リ 牡3栗 54
52 △木幡 育也 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B448＋ 41：36．7� 26．7


612 ソ ラ ン 牡3黒鹿54 横山 武史鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 B524＋ 41：37．02 79．7�
47 � ロードリッチ 牡4鹿 57 戸崎 圭太宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 514± 01：37．21� 3．4�
24 ライフレッスンズ 牡3鹿 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 追分ファーム 506－ 61：37．41� 2．7
59 ブライトアクトレス 牝4栗 55 福永 祐一岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 524＋241：37．5クビ 49．0�
12 ジョイナイト 牡4鹿 57 横山 和生西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 510＋ 81：37．81	 76．1�
23 パールデュー 牝4黒鹿55 丸山 元気吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 514＋ 8 〃 クビ 16．6�
35 ラブエスポー 牝3鹿 52

50 △菅原 明良増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 456－ 2 〃 アタマ 370．5�
510 クリノファイヤー 牝3栗 52 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 446－ 41：37．9アタマ 148．8�
816 コパノラクラク 牝3鹿 52

49 ▲山田 敬士小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 谷岡牧場 450＋181：38．22 84．2�
36 エリーキャナル 牝4栗 55 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 日高 森永牧場 516＋221：38．41 118．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，925，900円 複勝： 107，091，900円 枠連： 26，102，400円
馬連： 133，530，600円 馬単： 51，294，400円 ワイド： 107，706，200円
3連複： 197，915，200円 3連単： 211，463，700円 計： 911，030，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 350円 � 570円 枠 連（7－7） 1，810円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，490円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 11，550円 3 連 単 ��� 43，800円

票 数

単勝票数 計 759259 的中 � 133919（3番人気）
複勝票数 計1070919 的中 � 172348（3番人気）� 75028（4番人気）� 42030（8番人気）
枠連票数 計 261024 的中 （7－7） 11152（6番人気）
馬連票数 計1335306 的中 �� 61133（4番人気）
馬単票数 計 512944 的中 �� 13043（8番人気）
ワイド票数 計1077062 的中 �� 48181（4番人気）�� 18307（17番人気）�� 7852（34番人気）
3連複票数 計1979152 的中 ��� 12846（34番人気）
3連単票数 計2114637 的中 ��� 3500（133番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―12．0―12．0―12．4―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．2―46．2―58．2―1：10．6―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリーエンジェル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．7．6 中京15着

2017．3．29生 牝3栗 母 ラブリースター 母母 キョウコマチ 11戦2勝 賞金 20，400，000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 イマジナリーライン号
※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。

14020 6月7日 晴 稍重 （2東京3） 第2日 第8競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

612 ロジアイリッシュ 牝3鹿 52
51 ☆岩田 望来久米田正平氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508＋121：21．5 12．1�

35 シネマトグラフ 牝3芦 52 川田 将雅江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 460＋101：21．6� 3．5�
510 マサノアッレーグラ 牝5芦 55 M．デムーロ中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 510＋ 41：21．7� 7．0�
11 コウソクスピード 牡3青鹿54 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 518± 01：21．91
 3．0�

（豪）

611 ホープホワイト 牝3青鹿 52
49 ▲原 優介 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム B444－ 41：22．0� 101．3�

48 エピックガール 牝4鹿 55
53 △菅原 明良合同会社雅苑興業 宮田 敬介 浦河 三嶋牧場 436－ 2 〃 クビ 53．6	

12 アイワナビリーヴ 牝4黒鹿55 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：22．1� 3．9

23 シトラスノキセキ 牝4鹿 55 田中 勝春加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 クビ 74．1�
715 キングドンドルマ 牡5青鹿57 横山 武史田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 474± 01：22．41� 22．0�
817� アールグランツ 牡4黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子前原 敏行氏 鈴木 伸尋 登別 ユートピア牧場 476＋ 41：22．72 63．8
36 � コウジンシックス 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大加藤 興一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 436＋ 61：22．9� 301．3�
24 � セイクリッドキング 4鹿 57

54 ▲小林 脩斗 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 512－ 2 〃 クビ 398．4�
713 ジュピターズライト 牡4鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 476＋101：23．0� 34．1�
818 ブルーコーラル 牝4栗 55

53 △木幡 育也 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 434＋ 2 〃 クビ 193．9�
47 ニシノレオニダス 牡3黒鹿54 野中悠太郎西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 B508＋ 61：23．1� 66．4�
59 フォリオール 4栗 57 木幡 巧也程田 真司氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 528＋ 21：23．2� 154．2�
816� タマモケトル 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹松谷 翔太氏 石栗 龍彦 浦河 信成牧場 450＋ 21：23．3クビ 466．2�
714� サウンドオブビット 牡7鹿 57 木幡 初也馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 大北牧場 470－ 8 〃 クビ 348．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 61，655，300円 複勝： 89，081，100円 枠連： 25，632，400円
馬連： 120，679，800円 馬単： 50，544，600円 ワイド： 90，895，300円
3連複： 172，438，500円 3連単： 202，964，200円 計： 813，891，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 260円 � 160円 � 200円 枠 連（3－6） 2，220円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 740円 �� 940円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 32，820円

票 数

単勝票数 計 616553 的中 � 40435（5番人気）
複勝票数 計 890811 的中 � 77254（5番人気）� 162615（3番人気）� 114076（4番人気）
枠連票数 計 256324 的中 （3－6） 8939（8番人気）
馬連票数 計1206798 的中 �� 42058（8番人気）
馬単票数 計 505446 的中 �� 6282（20番人気）
ワイド票数 計 908953 的中 �� 31221（8番人気）�� 23860（10番人気）�� 48774（6番人気）
3連複票数 計1724385 的中 ��� 30838（11番人気）
3連単票数 計2029642 的中 ��� 4483（96番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―11．8―11．3―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―46．7―58．0―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．8
3 5，18（1，10）2，11（6，8，17）12，3，15（7，9）（4，13）（14，16） 4 5，18（1，10）（2，11）8（6，12，17）3，15（7，9，13）4（14，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロジアイリッシュ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Le Havre デビュー 2019．6．2 東京2着

2017．1．30生 牝3鹿 母 クイーンビーⅡ 母母 Pan Tadeus 8戦2勝 賞金 18，850，000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 スマートレジーナ号・ライチェフェイス号
※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。



14021 6月7日 晴 稍重 （2東京3） 第2日 第9競走 ��
��2，000�ホンコンジョッキークラブトロフィー

発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

ホンコンジョッキークラブ賞（1着）
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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 エターナルヴィテス 牡4鹿 57 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 468－142：00．2 19．1�
55 シャドウアイランド 牝5鹿 55 M．デムーロ飯塚 知一氏 林 徹 新ひだか 前川 正美 464＋ 8 〃 ハナ 10．5�
88 レターオンザサンド 牡4芦 57 石橋 脩小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット

ファーム 482－ 8 〃 アタマ 13．1�
11 ヴァンランディ 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 454－ 22：00．41 1．9�
44 ガ ロ シ ェ 牝4黒鹿55 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 62：00．5� 3．2�
77 ジャストアジゴロ 牡4黒鹿57 岩田 望来原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 450± 02：00．92
 34．8	
66 ルイジアナママ 牝4青鹿55 横山 典弘稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 ハナ 5．5

22 コスモインザハート 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 浦河 栄進牧場 490－ 42：01．75 87．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 67，530，300円 複勝： 65，382，400円 枠連： 発売なし
馬連： 98，987，900円 馬単： 55，832，100円 ワイド： 60，343，900円
3連複： 113，825，400円 3連単： 286，460，500円 計： 748，362，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 530円 � 320円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 7，060円 馬 単 �� 14，350円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 2，690円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 21，660円 3 連 単 ��� 152，260円

票 数

単勝票数 計 675303 的中 � 28146（6番人気）
複勝票数 計 653824 的中 � 30293（6番人気）� 56714（4番人気）� 46667（5番人気）
馬連票数 計 989879 的中 �� 10863（16番人気）
馬単票数 計 558321 的中 �� 2918（33番人気）
ワイド票数 計 603439 的中 �� 8454（16番人気）�� 5725（20番人気）�� 9402（15番人気）
3連複票数 計1138254 的中 ��� 3941（37番人気）
3連単票数 計2864605 的中 ��� 1364（206番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―11．9―12．0―12．5―12．2―12．2―11．7―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―36．5―48．5―1：01．0―1：13．2―1：25．4―1：37．1―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

エターナルヴィテス �

父 トゥザグローリー �


母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．10．20 東京6着

2016．3．28生 牡4鹿 母 テ ツ ム ー ン 母母 シアトルビューティ 16戦3勝 賞金 36，697，000円

14022 6月7日 晴 重 （2東京3） 第2日 第10競走 ��
��1，400�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．6．1以降2．5．31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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

510 ハーグリーブス 牡5芦 55 C．ルメール 水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 502－ 21：22．5 4．5�
714� ロンドンテソーロ 牡4栗 56 石橋 脩了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 510＋ 41：22．6� 10．7�

48 メイショウコゴミ 牝5鹿 53 横山 和生松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 456＋ 41：23．23� 37．6�
611 シェパードボーイ 牡4黒鹿54 福永 祐一吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 452＋ 8 〃 ハナ 8．4�
59 エピックアン 牡5芦 55 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B506－ 21：23．3� 6．9�
12 セイウンクールガイ 牡5栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B454＋ 41：23．4� 91．7	
11 オンザロックス 牡7鹿 56 川田 将雅稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 486－ 41：23．61	 3．9

23 ヒ イ ナ ヅ キ 牝4栗 52 野中悠太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 61：23．91
 127．9�
713 バーンフライ 牡5黒鹿56 D．レーン �ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506± 01：24．0
 5．1�
（豪）

35 ラ レ ー タ 牡6栗 54 北村 友一�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480± 0 〃 クビ 41．0

816 サンライズナイト 牡5黒鹿55 池添 謙一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B490± 0 〃 クビ 18．8�
24 クリノフラッシュ 牝5青鹿52 岩崎 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B450± 01：24．1� 58．2�
612 エルプシャフト 牡7青鹿56 岩田 望来 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 アタマ 24．7�
36 コウエイアンカ �5鹿 54 北村 宏司伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 472－12 〃 ハナ 89．8�
47 タイセイプレシャス �8栗 54 石川裕紀人田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 474＋ 6 〃 ハナ 56．6�
815 エターナルフレイム �6栗 54 菅原 明良岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 526± 01：24．2� 77．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，141，600円 複勝： 128，034，600円 枠連： 39，563，300円
馬連： 200，507，200円 馬単： 68，616，300円 ワイド： 141，351，300円
3連複： 300，452，000円 3連単： 310，973，400円 計： 1，270，639，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 300円 � 830円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 3，060円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 32，030円 3 連 単 ��� 151，920円

票 数

単勝票数 計 811416 的中 � 144028（2番人気）
複勝票数 計1280346 的中 � 228937（1番人気）� 109190（6番人気）� 32333（10番人気）
枠連票数 計 395633 的中 （5－7） 56037（1番人気）
馬連票数 計2005072 的中 �� 57701（12番人気）
馬単票数 計 686163 的中 �� 11360（20番人気）
ワイド票数 計1413513 的中 �� 32574（12番人気）�� 11788（34番人気）�� 7926（43番人気）
3連複票数 計3004520 的中 ��� 7035（88番人気）
3連単票数 計3109734 的中 ��� 1484（449番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．2―47．2―59．1―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーグリーブス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．10．22 東京1着

2015．2．12生 牡5芦 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 16戦4勝 賞金 64，075，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アポロビビ号・ウォータースペース号・クライシス号・サンタナブルー号・スズノウメ号・ターゲリート号・

デピュティプライム号・ハルクンノテソーロ号・フィールシュパース号・ボードウォーク号・ヤマニンレジスタ号・
ラスティユース号・ローレルジャック号

※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。

１レース目
３レース目



14023 6月7日 晴 稍重 （2東京3） 第2日 第11競走
第70回農林水産省賞典

��
��1，600�安 田 記 念（ＧⅠ）

発走15時40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，3歳54�4歳以上58�，牝馬
2�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 130，000，000円 52，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，000，000円
付 加 賞 3，066，000円 876，000円 438，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：30．5
1：30．3
1：30．9

良
良
良

711 グランアレグリア 牝4鹿 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：31．6 12．0�
45 アーモンドアイ 牝5鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：32．02� 1．3�
46 インディチャンプ 牡5鹿 58 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：32．1� 7．0�
33 ノ ー ム コ ア 牝5芦 56 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 49．9�
58 ケイアイノーテック 牡5鹿 58 津村 明秀亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 464－ 41：32．31	 177．6�
69 アドマイヤマーズ 牡4栗 58 川田 将雅近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 〃 クビ 20．2	
22 ダノンキングリー 牡4黒鹿58 戸崎 圭太
ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 456± 01：32．4
 12．9�
814 ダノンスマッシュ 牡5鹿 58 三浦 皇成
ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 4 〃 ハナ 73．6�
57 ペルシアンナイト 牡6黒鹿58 田辺 裕信
G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 502± 01：32．71
 142．4
813 ヴァンドギャルド 牡4鹿 58 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 クビ 110．0�
610� ミスターメロディ 牡5鹿 58 北村 友一グリーンフィールズ
 藤原 英昭 米 Bell Tower

Thoroughbreds 504＋ 51：33．23 181．9�
712 セイウンコウセイ 牡7栗 58 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 506－ 81：33．41 343．3�
11 ダノンプレミアム 牡5青鹿58 D．レーン 
ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 506 1：33．61	 12．7�

（豪）

34 ク ル ー ガ ー 牡8黒鹿58 石橋 脩 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 532＋ 21：33．81	 209．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 899，529，000円 複勝： 1，070，302，500円 枠連： 317，834，200円 馬連： 1，881，423，800円 馬単： 1，313，018，500円
ワイド： 1，476，766，500円 3連複： 3，369，992，200円 3連単： 8，700，551，300円 5重勝： 833，399，500円 計： 19，862，817，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 180円 � 110円 � 130円 枠 連（4－7） 590円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 260円 �� 590円 �� 170円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 11，240円

5 重 勝
対象競走：東京9R／阪神10R／東京10R／阪神11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 23，335，180円

票 数

単勝票数 計8995290 的中 � 599455（3番人気）
複勝票数 計10703025 的中 � 680318（3番人気）� 6191174（1番人気）� 1184018（2番人気）
枠連票数 計3178342 的中 （4－7） 412969（3番人気）
馬連票数 計18814238 的中 �� 2239213（2番人気）
馬単票数 計13130185 的中 �� 345644（9番人気）
ワイド票数 計14767665 的中 �� 1381688（2番人気）�� 505065（6番人気）�� 2735951（1番人気）
3連複票数 計33699922 的中 ���2975423（2番人気）
3連単票数 計87005513 的中 ��� 561030（34番人気）
5重勝票数 計8333995 的中 ����� 25

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―11．5―11．6―11．4―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．0―34．2―45．7―57．3―1：08．7―1：19．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランアレグリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2018．6．3 東京1着

2016．1．24生 牝4鹿 母 タピッツフライ 母母 Flying Marlin 8戦5勝 賞金 453，243，000円
〔制裁〕 ダノンキングリー号の騎手戸崎圭太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・12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。

14024 6月7日 晴 重 （2東京3） 第2日 第12競走 ��1，400�
こ が ね い

小 金 井 特 別
発走16時30分 （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 ロジヒューズ 牝5鹿 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 B492＋ 81：24．1 33．4�
48 グトルフォス 牡4鹿 57 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 516＋ 41：24．2� 8．7�
714 アイアムピッカピカ 牝4黒鹿55 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B454－ 2 〃 クビ 15．3�
35 ダンケシェーン �5栗 57 横山 和生 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 486＋ 6 〃 ハナ 20．1�
510 ロ ブ ラ リ ア 牝5栗 55 吉田 豊ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：24．3クビ 50．2�
24 オルクリスト 牡4鹿 57 C．ルメール	日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 474－ 81：24．4� 5．5

816 ランバージャック 牡6栗 57 横山 武史前田 幸治氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 41：24．5� 126．5�
611 ラインギャラント 牝5芦 55 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 450＋ 41：24．71� 156．3�
59 
 スマッシングハーツ 牡4鹿 57 M．デムーロ前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 61：24．8� 3．1
815 パルディエス 牡3鹿 54 横山 典弘吉田 照哉氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 462－ 21：25．11� 3．9�
612 オレノマニラ 牡5栗 57 北村 友一諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 434± 01：25．2� 109．4�
23 ボナヴィーゴ 牡5黒鹿57 岩田 望来吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 アタマ 11．0�
713 アールロッソ 牝4栗 55 石川裕紀人前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 488－ 4 〃 クビ 16．8�
11 ウィンターリリー 牝4芦 55 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 ヒダカフアーム 432－ 21：25．3クビ 96．9�
36 クリムズンフラッグ 牡5黒鹿57 宮崎 北斗加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 532＋ 81：25．51� 72．7�
12 ナムラヘラクレス 牡6鹿 57 木幡 巧也奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 500＋101：25．92� 60．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 182，412，500円 複勝： 201，392，000円 枠連： 65，948，000円
馬連： 332，401，100円 馬単： 131，852，400円 ワイド： 256，838，600円
3連複： 534，055，400円 3連単： 663，913，100円 計： 2，368，813，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，340円 複 勝 � 700円 � 310円 � 360円 枠 連（4－4） 12，420円

馬 連 �� 11，360円 馬 単 �� 29，050円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 3，670円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 38，810円 3 連 単 ��� 313，570円

票 数

単勝票数 計1824125 的中 � 43649（9番人気）
複勝票数 計2013920 的中 � 68540（9番人気）� 179505（4番人気）� 152909（6番人気）
枠連票数 計 659480 的中 （4－4） 4114（29番人気）
馬連票数 計3324011 的中 �� 22664（34番人気）
馬単票数 計1318524 的中 �� 3403（78番人気）
ワイド票数 計2568386 的中 �� 22085（29番人気）�� 17902（37番人気）�� 38155（18番人気）
3連複票数 計5340554 的中 ��� 10320（109番人気）
3連単票数 計6639131 的中 ��� 1535（777番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―36．1―48．0―59．7―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 13（14，11）（2，3，4，7）（5，6）12（10，8）16（15，9）1 4 13（14，11）（2，3，4，7）（5，6）－（10，8）（12，9）（15，16）1

勝馬の
紹 介

ロジヒューズ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．9．30 中山13着

2015．3．3生 牝5鹿 母 ロ ジ ヒ ッ ト 母母 ヒットザボード 21戦3勝 賞金 38，240，000円
〔騎手変更〕 ロジヒューズ号の騎手丸山元気は，負傷のため内田博幸に変更。
〔発走状況〕 アールロッソ号は，馬場入場後に右後肢落鉄。発走時刻4分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アスクハードスパン号
（非抽選馬） 7頭 カシノブレンド号・キョウエイオビエド号・タイセイビルダー号・トーセンヴィータ号・フォーテ号・

プロヴィデンス号・ラヴタクティクス号

５レース目



（2東京3）第2日 6月7日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 176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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

434，060，000円
5，490，000円
29，870，000円
5，870，000円
54，380，000円
6，000，000円
75，067，000円
5，358，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
1，720，283，900円
2，166，096，100円
575，833，200円
3，261，251，800円
1，921，820，400円
2，553，056，100円
5，411，776，500円
11，320，878，100円
833，399，500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 29，764，395，600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2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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