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14025 6月13日 雨
（ 芝 ）重
（ダート）不良（2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

11 ザ メ イ ダ ン 牡4黒鹿60 上野 翔大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 482－ 43：30．5 2．2�
69 テイエムディラン 牡5黒鹿60 西谷 誠竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 476－ 63：31．24 5．8�
46 � クリップスプリンガ 牡6鹿 60 草野 太郎山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 452－ 23：32．37 31．1�
712� トキメキジュピター 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 512＋ 43：32．62 10．8�
22 キコクイーン 牝4青 58 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 440－143：34．5大差 51．2�
813� メイショウナンプウ 牡6青鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 504＋ 83：35．13� 20．2�
57 ビービーゲイル 牡4鹿 60 蓑島 靖典坂東 勝彦氏 中舘 英二 日高 クリアファーム 506＋ 63：35．84 75．3	
33 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 502± 03：37．18 5．0

711 ルグランパントル �8鹿 60 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 476－ 23：37．31 7．8�
814 モリトシュン 牡4青鹿60 小野寺祐太吉川 朋宏氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B480± 03：37．4� 28．2
610 リキサンゴルト 牡5鹿 60 大庭 和弥 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 510± 03：39．010 33．1�
58 プロトスター �5栗 60 山本 康志 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 474－ 23：39．42� 28．6�
45 バシクンレッツゴー 牡4栗 60 植野 貴也石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 504± 0 〃 クビ 195．4�
34 � クリノカナロアオー �5黒鹿60 江田 勇亮栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 464＋ 23：42．5大差 115．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，035，900円 複勝： 24，850，500円 枠連： 10，337，600円
馬連： 39，346，000円 馬単： 19，739，000円 ワイド： 29，498，700円
3連複： 64，407，000円 3連単： 73，853，300円 計： 282，068，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 220円 � 510円 枠 連（1－6） 920円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，590円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 10，100円 3 連 単 ��� 32，800円

票 数

単勝票数 計 200359 的中 � 69741（1番人気）
複勝票数 計 248505 的中 � 58047（1番人気）� 27791（4番人気）� 9486（7番人気）
枠連票数 計 103376 的中 （1－6） 8657（4番人気）
馬連票数 計 393460 的中 �� 29358（3番人気）
馬単票数 計 197390 的中 �� 8223（4番人気）
ワイド票数 計 294987 的中 �� 14755（5番人気）�� 4651（16番人気）�� 2527（35番人気）
3連複票数 計 644070 的中 ��� 4782（32番人気）
3連単票数 計 738533 的中 ��� 1632（91番人気）
上り 1マイル 1：50．6 4F 53．7－3F 39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
6＝11－9－13，2－1，3，12，7（4，14）＝8＝10－5
6＝（9，1）－13，11，3，12，2－14－7，4＝8＝10－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ザ メ イ ダ ン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．16 東京7着

2016．4．25生 牡4黒鹿 母 リープオブフェイス 母母 ラバヤデール 障害：5戦1勝 賞金 13，100，000円
〔その他〕 キコクイーン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キコクイーン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年7月13日まで出走できない。

14026 6月13日 雨 不良 （2東京3） 第3日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

510 タッカーメイヴィス 牝3鹿 54 武 豊小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 456－ 21：25．8 3．5�
59 リーガルレディ 牝3黒鹿54 丸田 恭介芳賀 滿男氏 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 444＋141：26．01� 51．7�
35 ピンポンダッシュ 牝3黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新ひだか 飛野牧場 444＋281：26．21 4．9�
611 マサノルビー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介猪野毛雅人氏 稲垣 幸雄 新ひだか 猪野毛牧場 416± 01：26．3� 117．8�
11 ピュアプリンセス 牝3栗 54

52 △木幡 育也田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 456－101：26．61� 14．6�
36 マサノオリンピアン 牝3鹿 54 石川裕紀人中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 424－141：26．7� 19．0�
612 ザ ハ ロ ワ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大ホースアディクト天間 昭一 むかわ 桑原牧場 460＋ 21：26．8クビ 160．4	
23 スプリングウェイ 牝3黒鹿54 田中 勝春道永 幸治氏 藤原 辰雄 新ひだか 田中 春美 440－ 61：26．9� 9．7

713 クラップクラップ 牝3鹿 54

52 △菅原 明良 Him Rock Racing
ホールディングス� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 432－ 4 〃 ハナ 24．8�
24 レジーナクィーン 牝3芦 54 吉田 豊坂田 行夫氏 土田 稔 新冠 村上 進治 448± 01：27．53� 19．8
48 ナ ム ラ イ ト 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 八田ファーム 408＋ 4 〃 ハナ 15．8�
815 レッドチアフル 牝3鹿 54 北村 宏司紅露 純氏 中川 公成 日高 庄野牧場 430＋10 〃 クビ 4．0�
714 ホウオウマライア 牝3芦 54 木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 430－ 81：27．92� 42．9�
816 キョウエイリビード 牝3鹿 54 横山 和生田中 晴夫氏 勢司 和浩 日高 春木ファーム 434 ―1：29．07 13．9�
47 パシフィックスター 牝3黒鹿54 野中悠太郎 IHR 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 412 ―1：29．74 113．3�
12 ド ル チ ェ 牝3栗 54 嘉藤 貴行�サンコウ牧場 田中 清隆 新ひだか サンコウ牧場 434＋ 41：30．44 232．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，328，800円 複勝： 47，080，800円 枠連： 12，282，300円
馬連： 61，859，600円 馬単： 26，214，000円 ワイド： 50，096，800円
3連複： 89，981，100円 3連単： 91，895，600円 計： 409，739，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 1，020円 � 200円 枠 連（5－5） 11，020円

馬 連 �� 11，700円 馬 単 �� 13，590円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 510円 �� 4，820円

3 連 複 ��� 21，080円 3 連 単 ��� 132，190円

票 数

単勝票数 計 303288 的中 � 68226（1番人気）
複勝票数 計 470808 的中 � 88166（1番人気）� 8759（11番人気）� 64925（3番人気）
枠連票数 計 122823 的中 （5－5） 863（28番人気）
馬連票数 計 618596 的中 �� 4095（35番人気）
馬単票数 計 262140 的中 �� 1446（52番人気）
ワイド票数 計 500968 的中 �� 3908（34番人気）�� 27758（3番人気）�� 2539（48番人気）
3連複票数 計 899811 的中 ��� 3201（67番人気）
3連単票数 計 918956 的中 ��� 504（395番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．1―47．6―1：00．2―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タッカーメイヴィス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2020．3．28 中山13着

2017．3．17生 牝3鹿 母 オウシュウフリート 母母 マツクスフリート 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドルチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月13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〕 ホウオウマライア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月13日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スキャルドメール号・スーリエドヴェール号

第３回 東京競馬 第３日



14027 6月13日 雨 不良 （2東京3） 第3日 第3競走 1，600�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

11 リンガスウォリアー 牡3栗 56 石川裕紀人伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 464－ 81：37．7 24．8�
612 ドノスティア 牡3黒鹿56 内田 博幸村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 536－ 61：38．23 3．7�
510 レジリエンスブルー 牡3黒鹿56 木幡 巧也 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 464－ 41：38．73 5．2�
24 スパークインザアイ �3鹿 56 武藤 雅西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 452－ 41：38．91� 3．9�
47 ハイテイブルース 牡3栗 56 吉田 豊中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 482± 01：39．0� 9．7�
816 エールプレジール 牡3栗 56 江田 照男 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム B462± 01：39．1� 11．3	
23 グシチャンノカゼ 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗眞保榮 稔氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 498－ 21：39．63 8．3

714 キリシマダイオウ 牡3栗 56 武士沢友治西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 464－101：39．91� 23．5�
59 リモテソーロ 牡3鹿 56 西田雄一郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新冠 つつみ牧場 B508＋ 21：40．11� 152．5�
12 シャドウパイレーツ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 488± 0 〃 ハナ 42．4
48 ウィルビーハッピー 牡3鹿 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 474－ 61：40．2� 18．7�
611 ケ ン シ 牡3鹿 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 浦河 笹島 智則 464－ 21：40．62� 96．8�
713 プ ー ラ ン 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子梶原 哲朗氏 清水 英克 新ひだか 原 弘之 476－ 61：41．23� 33．0�
35 ヤマニンバデル 牡3黒鹿56 原田 和真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 534 ―1：41．3� 71．0�
815 クラウンパイオニア 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行�クラウン 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 422＋ 61：41．72� 298．6�
36 キングオブキャロル 牡3鹿 56 北村 宏司�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 496－ 21：44．1大差 225．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，568，900円 複勝： 49，077，000円 枠連： 12，843，000円
馬連： 58，982，200円 馬単： 26，053，900円 ワイド： 50，056，800円
3連複： 87，472，600円 3連単： 93，337，000円 計： 407，391，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 620円 � 160円 � 190円 枠 連（1－6） 3，850円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 13，620円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 2，300円 �� 580円

3 連 複 ��� 10，250円 3 連 単 ��� 99，360円

票 数

単勝票数 計 295689 的中 � 9501（9番人気）
複勝票数 計 490770 的中 � 15290（10番人気）� 93538（1番人気）� 70012（3番人気）
枠連票数 計 128430 的中 （1－6） 2579（15番人気）
馬連票数 計 589822 的中 �� 9369（17番人気）
馬単票数 計 260539 的中 �� 1434（46番人気）
ワイド票数 計 500568 的中 �� 8367（18番人気）�� 5368（28番人気）�� 23513（5番人気）
3連複票数 計 874726 的中 ��� 6395（34番人気）
3連単票数 計 933370 的中 ��� 681（313番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―12．2―12．6―12．5―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．2―47．4―1：00．0―1：12．5―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンガスウォリアー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2019．9．29 中山13着

2017．3．8生 牡3栗 母 ラブミーナンシー 母母 コパノタイマネ 8戦1勝 賞金 6，380，000円
〔制裁〕 ハイテイブルース号の騎手吉田豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングオブキャロル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月13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〕 キングオブキャロル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月13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 ムーンフェアリー号

14028 6月13日 雨 不良 （2東京3） 第3日 第4競走 1，300�3歳未勝利
発走11時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

35 バーンパッション 牡3黒鹿56 C．ルメール 岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 460－ 81：19．0 4．6�
12 デ ク ス タ ー 牡3栗 56 D．レーン 小林竜太郎氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 458－ 6 〃 アタマ 3．1�

（豪）

713 アイアムスゴスギル 牡3栗 56 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 494＋ 41：19．32 10．7�
23 トーレスデルパイネ 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 山下 恭茂 458－ 81：19．83 34．3�
815 バルドダンサー 牡3栗 56 三浦 皇成 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 462± 01：19．9クビ 8．3�
47 ストームシップ 牡3栗 56

54 △菅原 明良岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 アラキフアーム 468＋ 21：20．0� 17．3	
48 マインヒロイン 牝3栗 54

51 ▲原 優介峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 424± 01：20．1� 18．8

611 ラストヘビー 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B492± 01：20．52� 210．8�
59 キットサクラサク 牡3栗 56 田辺 裕信塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 472＋101：20．81� 6．5�
36 レ ア ー ド 牡3鹿 56 西田雄一郎ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 81：20．9クビ 348．9
816 ヴィーナスブレス 牝3栗 54 北村 宏司西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 470± 01：21．11� 20．7�
612 レジイナアン 牝3青鹿54 戸崎 圭太 TURFレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 ハナ 7．5�
11 ボンジュールヘニー 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗田中善次郎氏 天間 昭一 浦河 市川フアーム 486± 01：21．31� 264．1�
24 ヴ ェ リ ズ モ 牡3黒鹿56 武藤 雅 �社台レースホース加藤士津八 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470＋ 21：22．04 110．1�
510 カーヴィーレーザー 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 むかわ 市川牧場 474＋221：22．21� 243．4�
714 メイショウカチゴマ 牡3鹿 56 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 B478＋ 81：22．62� 368．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，834，500円 複勝： 64，777，000円 枠連： 13，332，300円
馬連： 68，854，800円 馬単： 29，609，600円 ワイド： 60，687，800円
3連複： 99，478，000円 3連単： 107，861，200円 計： 486，435，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 160円 � 250円 枠 連（1－3） 840円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 400円 �� 980円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 14，010円

票 数

単勝票数 計 418345 的中 � 71336（2番人気）
複勝票数 計 647770 的中 � 108344（2番人気）� 119140（1番人気）� 56080（5番人気）
枠連票数 計 133323 的中 （1－3） 12175（1番人気）
馬連票数 計 688548 的中 �� 58906（1番人気）
馬単票数 計 296096 的中 �� 12024（2番人気）
ワイド票数 計 606878 的中 �� 41858（1番人気）�� 15115（13番人気）�� 20090（7番人気）
3連複票数 計 994780 的中 ��� 21600（6番人気）
3連単票数 計1078612 的中 ��� 5581（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．2―29．6―41．8―54．4―1：06．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バーンパッション �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．8．11 新潟12着

2017．4．29生 牡3黒鹿 母 ディパッション 母母 ダイシンパーティー 11戦1勝 賞金 8，680，000円
〔3走成績による出走制限〕 カーヴィーレーザー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月13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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カラーズオブラヴ号・サンドクルーズ号・シゲルカンムリザ号・テイエムエンドレス号・プリンセスリーナ号
※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。



14029 6月13日 雨 不良 （2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
1：20．3

良
良

68 ノックオンウッド 牡2黒鹿54 D．レーン �シルクレーシング 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 490 ―1：26．8 2．7�
（豪）

710 レオテソーロ 牡2栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 444 ― 〃 クビ 13．0�

11 スターリングワース 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 460 ―1：27．54 4．2�
57 ユ ン グ ヴ ィ 牡2鹿 54 柴田 善臣菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 432 ―1：27．6� 12．5�
56 クアドリフォリオ 牝2黒鹿54 津村 明秀�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458 ―1：28．13 34．8	
711 ライヴクラッカー 牡2黒鹿54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 470 ―1：28．31 81．8

22 トレジャーアイル 牡2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 クビ 4．3�
44 ニシノライトニング 牡2鹿 54

52 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 486 ―1：28．4� 16．3�
812 ナイルローズ 牝2鹿 54

52 △菅原 明良海谷 幸司氏 粕谷 昌央 浦河 �川フアーム 454 ―1：28．5� 108．2
45 タックスリファンド 牡2黒鹿54 三浦 皇成フィールドレーシング 武井 亮 新ひだか 北洋牧場 486 ―1：28．81� 18．2�
69 レイワフリューゲル 牡2黒鹿54 北村 宏司 KRジャパン 小手川 準 新冠 村上 欽哉 430 ―1：29．75 57．6�
813 サンシェリダン 牝2青鹿54 横山 和生 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社

ケイズ 468 ― 〃 ハナ 165．8�
33 ヤ ク モ 牡2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 460 ―1：30．87 112．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，947，900円 複勝： 57，805，000円 枠連： 11，624，800円
馬連： 66，981，900円 馬単： 34，029，000円 ワイド： 52，729，500円
3連複： 95，363，300円 3連単： 125，922，700円 計： 505，404，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 240円 � 140円 枠 連（6－7） 1，600円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 570円 �� 270円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 9，830円

票 数

単勝票数 計 609479 的中 � 187164（1番人気）
複勝票数 計 578050 的中 � 139002（1番人気）� 46748（4番人気）� 111077（2番人気）
枠連票数 計 116248 的中 （6－7） 5630（7番人気）
馬連票数 計 669819 的中 �� 31716（5番人気）
馬単票数 計 340290 的中 �� 11147（8番人気）
ワイド票数 計 527295 的中 �� 22312（6番人気）�� 56049（1番人気）�� 20061（7番人気）
3連複票数 計 953633 的中 ��� 35979（5番人気）
3連単票数 計1259227 的中 ��� 9285（25番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．9―12．9―12．0―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．6―37．5―50．4―1：02．4―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノックオンウッド �
�
父 Frankel �

�
母父 Country Reel 初出走

2018．4．12生 牡2黒鹿 母 トゥアーニー 母母 Maka 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。

14030 6月13日 雨 不良 （2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 5，100，000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

36 スキルショット 牡3鹿 56
54 △菅原 明良横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 482＋ 22：12．2 13．3�

35 ジチュダケテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 498＋ 22：12．41� 3．8�

48 � セイウンソルジャー 牡3鹿 56 高野 和馬西山 茂行氏 小手川 準 米 Fred W.
Hertrich III 516－ 22：12．82� 9．4�

23 ワンダーサーイター 牡3青鹿56 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 452－ 22：13．33 33．3�
12 エアリアルシティー 牡3栗 56 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 486－ 22：13．51� 95．7	
714 ビレッジイーグル 牡3黒鹿56 江田 照男村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 B486－ 62：14．35 10．8

510 キークラウン 牡3栗 56 野中悠太郎北前孔一郎氏 黒岩 陽一 浦河 赤田牧場 498＋ 4 〃 クビ 64．9�
612� リチュアルダンス 牡3栗 56 C．ルメールゴドルフィン 尾関 知人 愛 Ballylinch

Stud 510＋122：14．4クビ 7．1�
815� マイネルティプトン 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 米 Arturo Vargas &
Eduardo Vargas 480± 0 〃 クビ 263．2

47 マイネルエピキュア 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �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 B482＋ 22：14．93 202．6�

24 � ミスターサンド 牡3栗 56 石橋 脩山口功一郎氏 栗田 徹 米
Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

472＋ 42：15．22 2．5�
713 ニシノストロング �3栗 56 武藤 雅西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 488－ 22：15．51	 169．3�
11 � キンバリープロセス 牡3栗 56 津村 明秀ゴドルフィン 手塚 貴久 米 KatieRich

Farms B510＋ 62：15．6クビ 27．9�
611� セイウンカゲロウ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 雅士 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

496－ 42：15．81� 14．6�
59 キアナポラリス 牝3栗 54

51 ▲原 優介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮田 敬介 日高 日高大洋牧場 B450＋ 22：17．18 154．7�

816 デ ィ ヒ タ ー 牡3黒鹿56 木幡 巧也林 正道氏 林 徹 新冠 秋田牧場 518＋ 42：20．3大差 90．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，374，700円 複勝： 53，052，300円 枠連： 13，566，300円
馬連： 65，326，800円 馬単： 28，308，600円 ワイド： 55，570，000円
3連複： 101，995，500円 3連単： 109，206，300円 計： 465，400，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 430円 � 160円 � 260円 枠 連（3－3） 3，610円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 6，100円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，950円 �� 680円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 62，480円

票 数

単勝票数 計 383747 的中 � 22937（6番人気）
複勝票数 計 530523 的中 � 26407（7番人気）� 104962（2番人気）� 49455（3番人気）
枠連票数 計 135663 的中 （3－3） 2911（11番人気）
馬連票数 計 653268 的中 �� 15395（12番人気）
馬単票数 計 283086 的中 �� 3480（24番人気）
ワイド票数 計 555700 的中 �� 12123（13番人気）�� 7088（24番人気）�� 21718（6番人気）
3連複票数 計1019955 的中 ��� 9465（24番人気）
3連単票数 計1092063 的中 ��� 1267（178番人気）

ハロンタイム 7．5―11．2―12．6―12．6―12．5―12．0―12．4―12．9―12．7―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．5―18．7―31．3―43．9―56．4―1：08．4―1：20．8―1：33．7―1：46．4―1：59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．5
1
3
・（4，6）14，3（8，9，15）（7，11，16）（5，10）（1，13）－12，2・（4，6，11）－（8，14，15）（3，5）（7，12）2（10，16）－9，1，13

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

勝馬の
紹 介

スキルショット �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．6．9 東京11着

2017．3．20生 牡3鹿 母 チアズスワロー 母母 チアズダンサー 10戦1勝 賞金 6，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディヒター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月13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〕 マイネルエピキュア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月13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。
（非当選馬） 3頭 ブラックシャウト号・ミストラルウインド号・リングアップ号追 加 記 事（第 3回東京競馬第 2日第 3競走）

〔その他〕　　シゲルパンドラ号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕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。



14031 6月13日 雨 不良 （2東京3） 第3日 第7競走 1，600�3歳未勝利
発走13時35分 （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

611 レッドラルジュ 牝3黒鹿54 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 474＋ 21：38．8 2．0�
59 ミスミルドレッド 牝3黒鹿54 武 豊丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 444＋ 21：39．22� 3．8�
816 リライトザスターズ 牝3芦 54 田辺 裕信飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 488－ 41：39．3� 21．2�
612 サクラアスター 牝3鹿 54 D．レーン �さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 486± 01：39．62 7．0�

（豪）

36 ハワーマハル 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 456＋ 21：39．91� 49．2	
817 ヴォールヴィコント 牝3鹿 54 北村 宏司栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 484－ 4 〃 クビ 57．5

11 コ コ ニ ア ル 牝3栗 54 武藤 雅村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 21：40．0� 20．4�
818 ディーズギャラント 牝3栗 54

52 △菅原 明良秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442＋ 41：40．21� 72．1�
48 ラインシュプール 牝3黒鹿54 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 420＋101：40．62� 66．3
23 キミノミラクル 牝3栃栗54 野中悠太郎平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 488－ 41：40．7� 25．2�
510 ステラドーロ 牝3栗 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 450＋ 41：40．8� 9．4�
24 ベルザロイヤル 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 424－ 2 〃 クビ 61．4�
12 ミヤコシャンティ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 428＋ 21：40．9� 174．8�
35 ラシックアンレーヴ 牝3青 54 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 478－181：41．85 166．8�
713 キラークイーン 牝3鹿 54 木幡 巧也村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B448＋ 61：42．11� 228．5�
47 ニシノアインス 牝3栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 412 ―1：42．52� 217．8�
715 マリノコジーン 牝3芦 54 江田 照男�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 446＋141：43．45 270．3�
714 シセイニシキ 牝3黒鹿54 伊藤 工真猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 436＋ 8 （競走中止） 532．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 46，538，300円 複勝： 77，323，800円 枠連： 19，256，400円
馬連： 76，608，100円 馬単： 38，373，300円 ワイド： 66，651，700円
3連複： 121，251，500円 3連単： 157，455，300円 計： 603，458，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 270円 枠 連（5－6） 250円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 200円 �� 610円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 5，810円

票 数

単勝票数 計 465383 的中 � 184902（1番人気）
複勝票数 計 773238 的中 � 306948（1番人気）� 131208（2番人気）� 40536（5番人気）
枠連票数 計 192564 的中 （5－6） 58522（1番人気）
馬連票数 計 766081 的中 �� 145363（1番人気）
馬単票数 計 383733 的中 �� 47014（1番人気）
ワイド票数 計 666517 的中 �� 104853（1番人気）�� 25092（6番人気）�� 13712（12番人気）
3連複票数 計1212515 的中 ��� 41277（5番人気）
3連単票数 計1574553 的中 ��� 19617（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．4―47．9―1：01．0―1：13．3―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F37．8
3 10（9，11）（5，3，6，12）4（2，15）17（13，16）1，14，18，8－7 4 ・（9，10）（3，11）5，12（2，6）4（13，17，15）（16，1）18，8－7

勝馬の
紹 介

レッドラルジュ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．9．28 中山3着

2017．3．30生 牝3黒鹿 母 ラグジャリー 母母 Alleged Devotion 5戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 シセイニシキ号は，4コーナー手前で，外側に斜行した「ココニアル」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中

止。
〔制裁〕 ココニアル号の騎手武藤雅は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて令和2年6月27日から令和2年6月28日まで

騎乗停止。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリノコジーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月13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〕 キラークイーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月13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） 1頭 パラティーノヒル号
（非抽選馬） 3頭 グランチーノ号・タカンナ号・ランジョウ号
※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。

14032 6月13日 雨 不良 （2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）（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
1：56．1
1：56．1

良
良

66 コスモインペリウム 牡3鹿 54 武藤 雅岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 512＋ 22：05．9 4．3�
33 ラ イ ル 牡4鹿 57 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± 02：06．21� 3．6�

（豪）

22 マイネルソラス 牡3芦 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ

アーム 460－102：06．41� 14．3�
44 マイネルミュトス 牡4青 57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 42：07．35 3．6�
88 � ラウドアンドクリア 牡3栗 54 C．ルメールゴドルフィン 加藤 征弘 米 Ron Stolich &

Fran Stolich 518－ 2 〃 クビ 2．9	
55 	 エルポルラド 牡5鹿 57 西田雄一郎加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 B474－ 22：07．83 163．1

11 	 オノーレペスカ 牝4青 55 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 418－142：08．11� 101．3�
77 � アルファウェーブ 牡3栗 54

52 △木幡 育也吉田 勝己氏 藤沢 和雄 愛 Athassel House
Stud Ltd B536＋ 42：09．27 18．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 45，274，400円 複勝： 44，402，300円 枠連： 発売なし
馬連： 64，898，900円 馬単： 32，741，200円 ワイド： 40，590，800円
3連複： 77，943，300円 3連単： 186，564，300円 計： 492，415，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 150円 � 270円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 310円 �� 620円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 10，940円

票 数

単勝票数 計 452744 的中 � 82692（4番人気）
複勝票数 計 444023 的中 � 108792（1番人気）� 80559（4番人気）� 30030（5番人気）
馬連票数 計 648989 的中 �� 67582（6番人気）
馬単票数 計 327412 的中 �� 16952（12番人気）
ワイド票数 計 405908 的中 �� 37005（6番人気）�� 16131（7番人気）�� 11776（13番人気）
3連複票数 計 779433 的中 ��� 23081（9番人気）
3連単票数 計1865643 的中 ��� 12354（41番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．5―12．8―12．9―12．7―12．8―12．0―11．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．1―37．6―50．4―1：03．3―1：16．0―1：28．8―1：40．8―1：52．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．9―3F37．1

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

勝馬の
紹 介

コスモインペリウム 
�
父 トランセンド 

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．6．9 東京5着

2017．4．12生 牡3鹿 母 シップスログ 母母 スムーズセイリング 11戦2勝 賞金 22，428，000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。



14033 6月13日 雨 不良 （2東京3） 第3日 第9競走 1，600�
は ち じ ょ う じ ま

八 丈 島 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
1：30．5
1：30．3

良
良

710 カ ラ テ 牡4黒鹿57 菅原 明良小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 508＋ 41：38．3 44．6�
67 セイウンヴィーナス 牝3青鹿52 野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 436± 01：38．93� 5．7�
33 メイクアンシー 牡4青鹿57 横山 和生チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 456＋ 41：39．11 93．6�
56 メリディアンローグ 牡3黒鹿54 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466－ 21：39．2� 3．7�
68 イ ザ ラ 牝3鹿 52 戸崎 圭太栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 446－ 2 〃 ハナ 5．8�
22 ローレリスト 牡3鹿 54 石橋 脩多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 442－ 81：39．94 49．8�
79 ショーヒデキラ 牡4鹿 57 内田 博幸吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 480± 0 〃 ハナ 19．2	
812 シャイニーピース 牡6鹿 57 木幡 育也小林 昌志氏 田中 剛 平取 雅 牧場 498－ 2 〃 クビ 110．6

11 フィリアーノ 牡4芦 57 D．レーン 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460± 01：40．43 7．8�

（豪）

55 オーロアドーネ 牡3栗 54 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 浦河 上山牧場 478± 01：41．78 3．4
44 � カンパーニャ 牡4栗 57 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 454＋ 21：41．91� 9．9�
811� サンマルフラッシュ 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 474＋ 81：42．64 319．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，084，200円 複勝： 75，574，000円 枠連： 16，226，100円
馬連： 96，286，500円 馬単： 38，508，400円 ワイド： 63，810，300円
3連複： 126，035，300円 3連単： 166，651，000円 計： 632，175，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，460円 複 勝 � 1，250円 � 220円 � 1，730円 枠 連（6－7） 2，080円

馬 連 �� 15，840円 馬 単 �� 39，500円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 16，560円 �� 5，280円

3 連 複 ��� 258，260円 3 連 単 ��� 1，948，740円

票 数

単勝票数 計 490842 的中 � 8796（8番人気）
複勝票数 計 755740 的中 � 14114（8番人気）� 111025（3番人気）� 9991（10番人気）
枠連票数 計 162261 的中 （6－7） 6024（9番人気）
馬連票数 計 962865 的中 �� 4709（29番人気）
馬単票数 計 385084 的中 �� 731（69番人気）
ワイド票数 計 638103 的中 �� 4249（30番人気）�� 987（50番人気）�� 3125（37番人気）
3連複票数 計1260353 的中 ��� 366（160番人気）
3連単票数 計1666510 的中 ��� 62（969番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．8―12．3―12．5―12．3―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．7―48．0―1：00．5―1：12．8―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ラ テ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．11 新潟13着

2016．5．27生 牡4黒鹿 母 レディーノパンチ 母母 レイサッシュ 18戦2勝 賞金 17，515，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルフラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月13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。

14034 6月13日 雨 不良 （2東京3） 第3日 第10競走 ��1，300�
み う ら

三 浦 特 別
発走15時10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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

48 ポップシンガー 牝6鹿 55 北村 宏司村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 460＋ 21：17．0 51．6�
611� カ ミ ノ コ 牡5青鹿57 田中 勝春門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 468－ 21：17．31� 16．6�
23 コマノゼニト 牡4鹿 57 C．ルメール 長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B478± 01：17．62 2．6�
47 ニシノホライゾン 牡3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 490－12 〃 アタマ 8．1�
510 ウ メ タ ロ ウ 牡5黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B500＋ 21：17．81� 20．1�
24 スーパーアキラ 牡5栗 57 石川裕紀人井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B518＋ 6 〃 ハナ 104．2	
11 ホイールバーニング 牡7栗 57 武 豊市川義美ホール

ディングス
 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 536－ 2 〃 クビ 35．2�
35 レイテントロアー 牡3鹿 54 嘉藤 貴行矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 462－ 41：18．01� 4．7�
36 � カーンテソーロ 牡4栗 57 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス
 竹内 正洋 仏
Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

486－ 41：18．1	 27．9
713 プ タ ハ 牡5鹿 57 木幡 巧也髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B526－ 21：18．84 10．1�
714
 ティアップサンダー 牡8黒鹿57 西田雄一郎田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B498＋ 4 〃 アタマ 195．9�
816 ショウナンガナドル 牡4黒鹿57 D．レーン 国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 谷川牧場 492± 0 〃 クビ 7．2�

（豪）

12 シ メ イ 牡5青鹿57 武藤 雅岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 510＋141：19．0� 148．4�

612 パイロジェン 牡4栗 57 内田 博幸ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456＋ 2 〃 ハナ 37．2�

815 ウイナーズロード 牝6青鹿55 柴田 善臣�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 464＋381：19．21� 294．5�
59 エリンアクトレス 牝4栗 55 津村 明秀田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 484＋ 81：22．8大差 18．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，703，000円 複勝： 98，516，200円 枠連： 26，671，200円
馬連： 150，049，700円 馬単： 52，704，000円 ワイド： 107，120，300円
3連複： 217，416，100円 3連単： 221，018，800円 計： 942，199，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，160円 複 勝 � 810円 � 380円 � 150円 枠 連（4－6） 3，670円

馬 連 �� 25，090円 馬 単 �� 55，360円

ワ イ ド �� 5，810円 �� 2，010円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 28，890円 3 連 単 ��� 325，680円

票 数

単勝票数 計 687030 的中 � 10646（12番人気）
複勝票数 計 985162 的中 � 24042（11番人気）� 59142（6番人気）� 236079（1番人気）
枠連票数 計 266712 的中 （4－6） 5621（22番人気）
馬連票数 計1500497 的中 �� 4634（58番人気）
馬単票数 計 527040 的中 �� 714（121番人気）
ワイド票数 計1071203 的中 �� 4622（57番人気）�� 13665（25番人気）�� 25770（11番人気）
3連複票数 計2174161 的中 ��� 5643（97番人気）
3連単票数 計2210188 的中 ��� 492（864番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．3―11．9―11．8―11．7―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．9―29．2―41．1―52．9―1：04．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポップシンガー �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．11．20 東京8着

2014．4．24生 牝6鹿 母 ケイアイポップス 母母 ケイアイユリカゴ 31戦4勝 賞金 67，837，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリンアクトレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月13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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 カシノブレンド号・キョウエイオビエド号・クリノキング号・クリムズンフラッグ号・ジョガールボニート号・

プロトイチバンボシ号・ホウオウジャッジ号・マイネルバトゥータ号
※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。



14035 6月13日 雨 不良 （2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（1600万円以下），1．6．8以降2．6．7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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

713 サンレイポケット 牡5黒鹿55 戸崎 圭太永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 480＋ 62：33．1 4．8�
36 アイファーキングズ 牡4黒鹿56 横山 和生中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 498－ 2 〃 クビ 35．1�
12 フィールインラヴ 牡5黒鹿54 丸田 恭介大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 466＋142：33．2� 56．9�
816 シャイニーゲール 牡6鹿 54 田辺 裕信小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 462－ 42：33．41� 24．7�
612 マイネルカレッツァ 牡8黒鹿54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 日高 白井牧場 522＋ 62：33．93 120．5�
24 シルヴァーソニック 牡4芦 55 武 豊 	社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 クビ 8．4

23 レオビヨンド 牡4鹿 55 北村 宏司�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 484＋ 62：34．32� 4．7�
47 サトノラディウス 牡4鹿 56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484± 02：35．15 3．6�
35 � メイショウタカトラ 牡6黒鹿52 菅原 明良松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 494＋ 42：35．31� 123．0
48 � マコトガラハッド 	7鹿 54 江田 照男�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 496± 02：35．51� 77．6�
611 マイネルキラメキ 牡5鹿 54 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 2 〃 アタマ 180．7�
714 ギ ャ ラ ッ ド 	5鹿 55 津村 明秀 	キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：35．6
 38．5�
715 ヘリファルテ 牡6鹿 55 石橋 脩 	サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B492＋ 8 〃 ハナ 36．9�
11 カーロバンビーナ 牝5鹿 52 吉田 豊 	社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 406＋ 22：35．91� 29．2�
817 サトノオンリーワン 牡5芦 55 D．レーン 里見 治紀氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 8 〃 ハナ 19．1�
（豪）

59 ダイワダグラス 牡4鹿 56 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502± 02：36．43 9．0�
510 ベイビーステップ 牡6鹿 55 武藤 雅大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 492＋ 22：36．93 16．9�
818 カイザーヴェッター 牡5青鹿54 木幡 育也 	シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B492± 0 （競走中止） 96．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 114，202，700円 複勝： 157，421，500円 枠連： 67，574，900円
馬連： 301，079，300円 馬単： 95，279，400円 ワイド： 193，186，400円
3連複： 484，649，900円 3連単： 500，751，300円 計： 1，914，145，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 230円 � 900円 � 1，100円 枠 連（3－7） 6，640円

馬 連 �� 12，460円 馬 単 �� 17，800円

ワ イ ド �� 3，860円 �� 4，580円 �� 13，350円

3 連 複 ��� 165，070円 3 連 単 ��� 633，580円

票 数

単勝票数 計1142027 的中 � 189539（3番人気）
複勝票数 計1574215 的中 � 214229（3番人気）� 41657（12番人気）� 33580（13番人気）
枠連票数 計 675749 的中 （3－7） 7882（20番人気）
馬連票数 計3010793 的中 �� 18715（38番人気）
馬単票数 計 952794 的中 �� 4013（59番人気）
ワイド票数 計1931864 的中 �� 13000（42番人気）�� 10903（47番人気）�� 3704（98番人気）
3連複票数 計4846499 的中 ��� 2202（304番人気）
3連単票数 計5007513 的中 ��� 573（1268番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．7―13．3―12．9―12．9―12．9―12．7―12．5―12．0―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．4―38．1―51．4―1：04．3―1：17．2―1：30．1―1：42．8―1：55．3―2：07．3―2：19．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．8
1
3
6，5，10（9，12）（1，3，16）（7，8）4，14（13，17）（15，18）2，11・（6，5，10）（1，9，12）（4，3）（13，14，7，16）（15，8）（2，11，17）－18

2
4

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

勝馬の
紹 介

サンレイポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．3．31 阪神11着

2015．5．2生 牡5黒鹿 母 アドマイヤパンチ 母母 ロイヤルカード 12戦4勝 賞金 68，132，000円
〔競走中止〕 カイザーヴェッター号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※アイファーキングズ号は，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。

14036 6月13日 雨 不良 （2東京3） 第3日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走16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
1：33．8
1：33．3

重
良

611� ニュートンテソーロ 牡3鹿 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米 WinStar

Farm, LLC 484－ 21：36．2 3．2�
35 � ア イ ノ ア 牝3鹿 52 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 米

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

480± 01：36．41� 14．7�
815 イマジナリーライン 牡3栗 54 武 豊 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 492＋ 21：36．5� 5．0�
36 キタノユウキ 牡5鹿 57 D．レーン 河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B560± 01：36．6� 4．9�

（豪）

714 グロリアスホープ 牡4鹿 57 石橋 脩�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B502＋ 2 〃 ハナ 18．8	
59 テンサイドカップ 牝3鹿 52 江田 照男天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 466± 01：36．81� 41．9

11 	 プ ロ ー ス 牡4栗 57 吉田 豊髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 500－ 61：37．22� 63．0�
47 ロワマージュ 牡3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 21：37．3� 24．9�
713 グリューネリヒト 
4鹿 57 北村 宏司 �サンデーレーシング 高木 登 安平 ノーザンファーム 494－ 21：37．4クビ 42．8
12 アララトテソーロ 牡4栗 57

55 ◇藤田菜七子了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 482－ 61：37．82� 74．8�

510 ユキノアンビシャス 牡5鹿 57 柴田 善臣井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 498± 0 〃 ハナ 49．2�
612� パイオニアバローズ 
4黒鹿57 C．ルメール 猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Bret Jones 524± 01：37．9� 10．9�
24 	 アテンコール 牡5鹿 57

54 ▲小林 脩斗齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 464－ 41：38．0� 289．5�
23 バイシュラバナ 牡3栗 54 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 472＋ 81：38．21� 8．3�
48 ルミナスナイト 牝3栗 52

50 △木幡 育也岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド B504＋ 21：38．73 14．4�
816 セレンディピア 牡3鹿 54 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 460－ 41：39．02 187．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 104，950，300円 複勝： 140，949，300円 枠連： 46，088，600円
馬連： 200，272，200円 馬単： 74，591，000円 ワイド： 161，651，100円
3連複： 320，336，000円 3連単： 351，554，200円 計： 1，400，392，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 340円 � 180円 枠 連（3－6） 510円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 810円 �� 380円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 17，210円

票 数

単勝票数 計1049503 的中 � 254777（1番人気）
複勝票数 計1409493 的中 � 298108（1番人気）� 83011（6番人気）� 207087（3番人気）
枠連票数 計 460886 的中 （3－6） 68820（1番人気）
馬連票数 計2002722 的中 �� 69534（7番人気）
馬単票数 計 745910 的中 �� 16566（10番人気）
ワイド票数 計1616511 的中 �� 49404（7番人気）�� 119300（2番人気）�� 28206（15番人気）
3連複票数 計3203360 的中 ��� 67999（6番人気）
3連単票数 計3515542 的中 ��� 14803（30番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．2―12．3―12．2―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．6―46．8―59．1―1：11．3―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ニュートンテソーロ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Malibu Moon デビュー 2019．10．15 東京2着

2017．4．8生 牡3鹿 母 Ilikecandy 母母 Real Candy 6戦2勝 賞金 19，200，000円
〔その他〕 グリューネリヒト号は，競走中に疾病〔鼻出血（3回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グリューネリヒト号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年9月13日まで出走できない。
※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 ブレイクザボーダー号
※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。



（2東京3）第3日 6月13日（土曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重後不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 179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

188，990，000円
8，210，000円
16，030，000円
1，630，000円
20，920，000円
75，988，500円
5，721，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
649，843，600円
890，829，700円
249，803，500円
1，250，546，000円
496，151，400円
931，650，200円
1，886，329，600円
2，186，071，000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 8，541，225，000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3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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