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14037 6月14日 曇 不良 （2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 5，100，000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

24 ヘ ラ イ ア 牝3鹿 54
53 ☆岩田 望来吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472－ 81：37．3 24．3�

12 スピードオブラブ 牝3鹿 54 三浦 皇成石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 442＋ 81：37．61� 5．7�
714 ズ ー ル ー 牝3鹿 54 C．ルメール 椎名 節氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 472± 0 〃 アタマ 3．9�
48 アッタヴァンティ 牝3鹿 54

52 △菅原 明良 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 424－101：38．66 37．3�
47 アーデントラブ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 田中 博康 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 6 〃 ハナ 6．0	
11 セイプレシャス 牝3鹿 54 武藤 雅金田 成基氏 浅野洋一郎 新冠 アサヒ牧場 430± 01：38．92 55．5

713 ハ ヴ ォ ナ 牝3栗 54

51 ▲原 優介阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 438＋ 41：39．43 378．4�
815 エドノスカッシュ 牝3鹿 54 木幡 巧也遠藤 喜松氏 松山 将樹 新ひだか 沖田 忠幸 466－ 8 〃 クビ 62．4�
816 トクシーズファー 牝3青鹿54 横山 和生 AIレーシング 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 436＋ 41：39．5クビ 3．2
612 ニットウムギ 牝3栗 54 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 456＋10 〃 ハナ 24．4�
35 ユウチャファスト 牝3鹿 54 北村 宏司長谷川祐司氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 452± 01：40．24 8．3�
510 ホッコージュンレイ 牝3青鹿54 西田雄一郎北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 444＋ 41：40．83� 221．2�
23 バースデーギフト 牝3鹿 54 石橋 脩小國 和紀氏 牧 光二 新冠 ハクツ牧場 428＋ 41：41．54 18．0�
59 ノ ボ パ ニ コ 牝3鹿 54 江田 照男�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 474＋ 81：42．13� 207．9�
611 デルマアイオライト 牝3黒鹿54 木幡 初也浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 464－22 〃 ハナ 52．1�
36 エンゼルバイオ 牝3芦 54 内田 博幸バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 472＋ 41：42．2クビ 135．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，299，700円 複勝： 56，235，000円 枠連： 13，182，100円
馬連： 80，896，300円 馬単： 33，291，300円 ワイド： 59，079，900円
3連複： 118，800，400円 3連単： 112，217，100円 計： 507，001，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 700円 � 220円 � 210円 枠 連（1－2） 2，960円

馬 連 �� 9，720円 馬 単 �� 21，780円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 1，320円 �� 450円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 61，440円

票 数

単勝票数 計 332997 的中 � 10936（7番人気）
複勝票数 計 562350 的中 � 16930（8番人気）� 71538（5番人気）� 76678（3番人気）
枠連票数 計 131821 的中 （1－2） 3448（13番人気）
馬連票数 計 808963 的中 �� 6450（25番人気）
馬単票数 計 332913 的中 �� 1146（58番人気）
ワイド票数 計 590799 的中 �� 6709（23番人気）�� 11128（12番人気）�� 37112（3番人気）
3連複票数 計1188004 的中 ��� 14420（16番人気）
3連単票数 計1122171 的中 ��� 1324（181番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．8―46．9―59．3―1：12．1―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．0
3 ・（16，12）（14，11）（9，8，10）6，4，3（5，13，15）－7，2，1 4 16（12，14）－（8，10，11）4－（9，6，13，15）（3，5，7）（2，1）

勝馬の
紹 介

ヘ ラ イ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．3．31 中山11着

2017．3．6生 牝3鹿 母 ウィケットキーパー 母母 コートアウト 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 セイプレシャス号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔3走成績による出走制限〕 ホッコージュンレイ号・バースデーギフト号・ノボパニコ号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和2年8月14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） 4頭 ココリミネルヴァ号・ジュンスターリッチ号・スパイラルバンブー号・スマイルフェイス号

14038 6月14日 雨 不良 （2東京3） 第4日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時45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
1：19．4
1：19．0

良
良

510 フォワードアゲン �3黒鹿56 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 420＋ 21：23．7 5．2�
612 フィオーレカフェ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 412－ 41：24．55 8．9�
11 レオハイセンス 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 436± 0 〃 クビ 16．4�
48 ホイッスルヴォイス 牝3鹿 54 D．レーン 藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 21：24．71� 3．0�
（豪）

818 マイネルチューダ 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 444＋ 2 〃 クビ 7．8�

36 ジュンキャノン 牝3鹿 54 武 豊河合 純二氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 412＋ 21：24．91 8．4	
47 マイルポスト 牡3栗 56 三浦 皇成�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 522＋16 〃 ハナ 6．9

59 モ カ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか サンコウ牧場 442 ―1：25．0� 186．2�
817 サ ク ラ マ ス 牝3芦 54 北村 宏司越村 哲男氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 418－ 41：25．53 37．1�
12 フローラルキスミー 牝3栗 54

51 ▲原 優介髙橋 正雄氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム B438＋241：25．6� 182．5
714 パ ン ゲ ア 牝3鹿 54 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 ハナ 28．2�
611 ヒナノコバン 牡3鹿 56

54 △菅原 明良日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 450－ 61：25．7� 119．1�
24 テクノポリス �3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 460－ 41：25．9� 19．4�
715 ランバダフレイバー 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 440＋101：26．0� 123．1�
35 ブノワデラダンス 牝3栗 54 武藤 雅岡田 牧雄氏 尾関 知人 新ひだか 沼田 照秋 430－ 6 〃 クビ 152．0�
23 ガ ニ ア ン 牡3栗 56 藤井勘一郎�ラ・メール 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 460－ 21：26．1クビ 99．7�
816 キタノマナザシ 牝3青鹿54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか 見上牧場 470＋ 6 〃 クビ 197．7�
713 フィオナサンライズ 牝3鹿 54 石川裕紀人吉田 勝己氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 426＋121：26．63 87．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，651，200円 複勝： 70，571，000円 枠連： 15，655，100円
馬連： 78，140，300円 馬単： 30，851，600円 ワイド： 64，482，100円
3連複： 110，155，800円 3連単： 111，070，400円 計： 520，577，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 260円 � 500円 枠 連（5－6） 2，100円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，490円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 11，240円 3 連 単 ��� 52，630円

票 数

単勝票数 計 396512 的中 � 60298（2番人気）
複勝票数 計 705710 的中 � 117683（2番人気）� 69192（4番人気）� 30861（8番人気）
枠連票数 計 156551 的中 （5－6） 5771（9番人気）
馬連票数 計 781403 的中 �� 29025（7番人気）
馬単票数 計 308516 的中 �� 6332（11番人気）
ワイド票数 計 644821 的中 �� 27659（5番人気）�� 10921（16番人気）�� 8087（24番人気）
3連複票数 計1101558 的中 ��� 7345（38番人気）
3連単票数 計1110704 的中 ��� 1530（164番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．3―47．6―59．3―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．1
3 4－（14，15）（1，8，18）6，12（2，3，7，10）（5，11）17－（13，16）9 4 4（6，14，15，18）（1，8）（2，3，12）7，10（5，11）（9，17）13－16

勝馬の
紹 介

フォワードアゲン �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2020．3．21 中山4着

2017．4．22生 �3黒鹿 母 エーシンシャイナー 母母 エイシンサンサン 5戦1勝 賞金 10，070，000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 テイエムピカピカ号・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。

第３回 東京競馬 第４日



14039 6月14日 雨 不良 （2東京3） 第4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

35 ホウオウセレシオン 牡3黒鹿56 C．ルメール 小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 492－141：36．8 4．6�
36 アンブローニュ 牡3鹿 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 480－ 41：37．11� 88．7�
713 サトノレガリア 牡3栗 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 508－ 21：37．31� 6．9�
510 コスモケルビン 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム B498± 01：37．83 26．1�
48 コンチサエッタ 牡3鹿 56 藤井勘一郎九十九章之氏 勢司 和浩 青森 有限会社

フォレブルー 464－ 21：38．01� 55．3	
24 セイウンノア 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 506－ 6 〃 クビ 19．7

47 アルコンシチー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 日高大洋牧場 B452± 01：38．21� 34．3�
11 ラッキーボーイ 牡3芦 56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 456＋ 21：38．52 53．8�
611 キ ル ケ ニ ー 牡3鹿 56

54 △木幡 育也 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 532 ―1：38．71� 21．2
612 マラジェッツ 牡3黒鹿56 M．デムーロ伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 B460＋ 21：38．8クビ 6．5�
23 ブラックトマホーク 牡3黒鹿56 D．レーン 吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム B472± 0 〃 クビ 2．0�

（豪）

816 ビッグゴシップ 牡3鹿 56
53 ▲原 優介吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 492＋ 21：38．9クビ 154．2�

815 ニーマルブラック �3青 56 横山 和生板橋 秋氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 472＋ 21：40．07 296．7�
714 テイエムブロッコ �3栗 56 内田 博幸竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 480＋ 41：40．1� 415．8�
59 ゴラッソゴール 牡3鹿 56

54 △菅原 明良東海林貴大氏 武市 康男 新冠 松本 信行 B470± 01：40．95 183．3�
12 シゲルヒドラ 牡3栗 56 武藤 雅森中 蕃氏 小島 茂之 新冠 パカパカ

ファーム 502 ―1：42．9大差 129．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，041，100円 複勝： 87，729，000円 枠連： 13，760，400円
馬連： 71，707，100円 馬単： 36，635，200円 ワイド： 61，588，900円
3連複： 104，847，600円 3連単： 137，730，200円 計： 561，039，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 240円 � 1，970円 � 240円 枠 連（3－3） 28，430円

馬 連 �� 33，740円 馬 単 �� 56，180円

ワ イ ド �� 7，240円 �� 740円 �� 6，580円

3 連 複 ��� 58，030円 3 連 単 ��� 359，180円

票 数

単勝票数 計 470411 的中 � 81648（2番人気）
複勝票数 計 877290 的中 � 106447（2番人気）� 9212（11番人気）� 105305（3番人気）
枠連票数 計 137604 的中 （3－3） 375（30番人気）
馬連票数 計 717071 的中 �� 1647（46番人気）
馬単票数 計 366352 的中 �� 489（77番人気）
ワイド票数 計 615889 的中 �� 2121（46番人気）�� 22782（7番人気）�� 2337（42番人気）
3連複票数 計1048476 的中 ��� 1355（102番人気）
3連単票数 計1377302 的中 ��� 278（567番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．3―47．8―1：00．2―1：12．4―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．6
3 ・（12，5）6（1，3，10）13（4，8，7）－（16，14）（9，15）－11＝2 4 ・（12，5）6，3（1，13，10）（4，8，7）－（16，14）－（15，11）9＝2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホウオウセレシオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Not For Sale デビュー 2020．5．16 新潟7着

2017．4．1生 牡3黒鹿 母 ミスセレンディピティ 母母 Marca Registrada 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 マラジェッツ号の騎手M．デムーロは，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルヒドラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月14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 ペイシャティフォン号
※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。

14040 6月14日 雨 不良 （2東京3） 第4日 第4競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時45分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

816 ビートザウイングス �3栗 56 武藤 雅 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B468＋ 42：03．7 41．4�
510 ラッキービープラン 牝3鹿 54 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 464＋ 2 〃 クビ 174．4�
24 コトブキテティス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 426－ 22：03．8� 3．7�
12 ボンバーミューラー 牡3栗 56 武 豊渡邊 隆氏 小桧山 悟 新ひだか 真歌田中牧場 448＋ 22：04．0� 7．4�
713 トロワシャルム 牡3青鹿56 C．ルメール 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470＋ 62：04．31� 3．1�
612 マイネルシエル 牡3青 56 石橋 脩 	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 500＋ 62：04．62 12．0

47 スワーヴカエサル 牡3鹿 56 横山 典弘	NICKS 田中 博康 千歳 社台ファーム B524± 02：04．7クビ 4．7�
611 ハスキージュリー 牝3黒鹿54 吉田 豊渡邊 隆氏 土田 稔 浦河 高野牧場 442＋ 6 〃 ハナ 51．3�
23 デルニエエトワール 牝3青鹿54 田辺 裕信�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482 ― 〃 クビ 36．4
815 ショウナンハリマオ 牡3芦 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 登別 青藍牧場 496± 02：05．01� 16．4�
59 アキリザーブ 牝3黒鹿54 武士沢友治石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 478＋ 22：05．2� 536．0�
35 アドラツィオーネ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也	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 486 ―2：05．51� 73．9�

36 リ ア リ ー カ 牡3鹿 56 菅原 隆一西森 功氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 468 ― 〃 クビ 406．9�
48 シゲルセイウン 牝3黒鹿54 江田 照男森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 前川 勝春 396－ 62：06．24 97．5�
11 ヒシマーシャル 牡3黒鹿56 北村 宏司阿部 雅英氏 木村 哲也 新ひだか タガミファーム 472＋ 82：06．62	 15．3�
714 ベアーズレター 牡3青鹿56 藤井勘一郎熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 460－122：07．02	 447．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，677，500円 複勝： 72，804，200円 枠連： 16，139，100円
馬連： 81，635，100円 馬単： 35，600，900円 ワイド： 68，450，500円
3連複： 118，010，600円 3連単： 129，469，300円 計： 576，787，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，140円 複 勝 � 900円 � 2，610円 � 200円 枠 連（5－8） 22，490円

馬 連 �� 140，280円 馬 単 �� 317，860円

ワ イ ド �� 31，290円 �� 1，980円 �� 5，970円

3 連 複 ��� 145，570円 3 連 単 ��� 1，422，200円

票 数

単勝票数 計 546775 的中 � 10545（9番人気）
複勝票数 計 728042 的中 � 18521（9番人気）� 6060（13番人気）� 127680（2番人気）
枠連票数 計 161391 的中 （5－8） 556（33番人気）
馬連票数 計 816351 的中 �� 451（87番人気）
馬単票数 計 356009 的中 �� 84（175番人気）
ワイド票数 計 684505 的中 �� 556（85番人気）�� 9092（21番人気）�� 2943（50番人気）
3連複票数 計1180106 的中 ��� 608（197番人気）
3連単票数 計1294693 的中 ��� 66（1389番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―11．6―11．6―12．0―12．1―12．5―12．0―12．6―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．0―36．6―48．2―1：00．2―1：12．3―1：24．8―1：36．8―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F51．4―3F38．9

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

勝馬の
紹 介

ビートザウイングス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．21 東京4着

2017．3．2生 �3栗 母 ウイングドウィール 母母 ウイングレット 5戦1勝 賞金 7，200，000円
〔発走状況〕トロワシャルム号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。発走地点で馬装整備。危険防止のため外枠から発走。発走時刻8分遅延。
〔調教再審査〕 トロワシャルム号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ラッキービープラン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラッキービープラン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年7月14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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カピテル号・サクラジマテソーロ号・バトーブラン号



14041 6月14日 雨 不良 （2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

11 ユーバーレーベン 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 458 ―1：52．6 10．2�

710 グアドループ 牡2栗 54 D．レーン 平井 裕氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 510 ― 〃 ハナ 3．1�
（豪）

33 モンサンラディウス 牡2鹿 54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 490 ―1：53．34 69．2�
55 セイウンゴールド 牡2青鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 浦河 �川 啓一 484 ―1：53．51� 29．1�
22 ハイエストポイント 牡2青鹿54 三浦 皇成�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446 ―1：53．82 16．6�
68 レ ガ ト ゥ ス 牡2黒鹿54 C．ルメール 	サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 554 ―1：54．01 2．9

67 フ ミ ロ ア 牝2鹿 54 横山 典弘林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 428 ― 〃 クビ 20．0�
44 コスモアシュラ 牡2芦 54 津村 明秀岡田 繁幸氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 490 ―1：54．42	 46．0�
79 レイニーデイ 牡2鹿 54 田辺 裕信大塚 亮一氏 矢野 英一 浦河 高昭牧場 512 ―1：54．82	 10．3
812 ウインアミュレット 牡2鹿 54 原田 和真�ウイン 金成 貴史 新ひだか 三石橋本牧場 434 ― 〃 クビ 121．2�
811 オブデュモンド 牡2黒鹿54 M．デムーロ多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 522 ―1：55．11
 7．1�
56 ベアナチュラル 牡2鹿 54 木幡 初也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 中神牧場 478 ― 〃 ハナ 162．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 76，873，600円 複勝： 67，650，800円 枠連： 13，788，800円
馬連： 78，652，300円 馬単： 36，825，000円 ワイド： 57，144，700円
3連複： 104，936，500円 3連単： 140，842，800円 計： 576，714，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 240円 � 160円 � 880円 枠 連（1－7） 1，440円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，920円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 24，120円 3 連 単 ��� 138，540円

票 数

単勝票数 計 768736 的中 � 63490（4番人気）
複勝票数 計 676508 的中 � 72397（4番人気）� 147121（2番人気）� 14592（9番人気）
枠連票数 計 137888 的中 （1－7） 7386（5番人気）
馬連票数 計 786523 的中 �� 29790（7番人気）
馬単票数 計 368250 的中 �� 5230（19番人気）
ワイド票数 計 571447 的中 �� 24864（6番人気）�� 3614（35番人気）�� 5326（30番人気）
3連複票数 計1049365 的中 ��� 3262（69番人気）
3連単票数 計1408428 的中 ��� 737（340番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．1―51．4―1：04．4―1：17．0―1：29．1―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ユーバーレーベン �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ロージズインメイ 初出走

2018．1．27生 牝2青鹿 母 マイネテレジア 母母 マイネヌーヴェル 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14日 雨 不良 （2東京3） 第4日 第6競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 � ショウナンマルーン 牡3芦 56 野中悠太郎国本 哲秀氏 上原 博之 愛 John
O’Connor 488＋ 21：24．7 7．0�

23 エクステンデット 牡3栗 56 横山 和生�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 B436＋ 2 〃 クビ 15．1�
35 シゲルガラテア 牡3栗 56

54 △菅原 明良森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B494＋141：24．8クビ 13．6�
36 マニールリッヒ 牡3鹿 56 D．レーン 吉田 勝己氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 クビ 3．3�

（豪）

48 ディーカラーズ 牡3栗 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 21：25．12 23．6�
611 ヤマニンパジャッソ 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 光夫 460－ 21：25．31 92．2	
713 サンドストーム 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 漆原 武男 432＋ 21：25．62 5．9

59 ピ ュ テ ィ 牝3鹿 54 武士沢友治武田 茂男氏 深山 雅史 北見 久田 公氣 422－ 81：25．81� 46．5�
24 タ シ ロ 牡3栗 56 岩部 純二�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 526＋ 61：26．01 13．0
714 マカレナダンス 牡3黒鹿56 津村 明秀 �京都ホースレーシング 鈴木 伸尋 浦河 	川 啓一 472－ 4 〃 アタマ 6．0�
816 ミスターサンライズ 牡3黒鹿 56

54 △木幡 育也古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 野坂牧場 430－101：26．63
 66．5�
815 コスモビートイット 牡3鹿 56 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 452－101：26．7� 7．0�
510 デルマベリル 牡3鹿 56 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 444－ 61：26．91� 168．2�
612 カイエトゥール 牝3栗 54

51 ▲原 優介シンボリ牧場 菊川 正達 日高 高柳 隆男 484± 0 〃 ハナ 162．0�
11 ロ ン グ イ 牡3鹿 56 井上 敏樹佐久間拓士氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 470－101：27．11
 96．7�
47 ザサンアップライト 牡3栗 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 438－ 21：27．52
 131．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，142，700円 複勝： 54，063，700円 枠連： 17，331，800円
馬連： 69，392，300円 馬単： 27，436，500円 ワイド： 51，966，700円
3連複： 99，627，400円 3連単： 100，445，800円 計： 458，406，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 370円 � 380円 枠 連（1－2） 1，750円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 8，880円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，350円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 14，330円 3 連 単 ��� 76，890円

票 数

単勝票数 計 381427 的中 � 43316（5番人気）
複勝票数 計 540637 的中 � 71455（3番人気）� 35470（7番人気）� 35236（8番人気）
枠連票数 計 173318 的中 （1－2） 7634（8番人気）
馬連票数 計 693923 的中 �� 11636（23番人気）
馬単票数 計 274365 的中 �� 2317（43番人気）
ワイド票数 計 519667 的中 �� 10458（17番人気）�� 9984（18番人気）�� 5687（31番人気）
3連複票数 計 996274 的中 ��� 5212（57番人気）
3連単票数 計1004458 的中 ��� 947（308番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．9―48．2―1：00．2―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ショウナンマルーン �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Henrythenavigator デビュー 2020．2．22 東京8着

2017．2．28生 牡3芦 母 Jillnextdoor 母母 Royal Shyness 4戦1勝 賞金 5，610，000円
〔3走成績による出走制限〕 デルマベリル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月14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 クイーンオラトリオ号・クレヴァージャッジ号・ヨドノウイング号
※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。



14043 6月14日 雨 不良 （2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）（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
2：06．7
2：05．9

良
良

36 ラ ス ト マ ン 牡3栗 54 C．ルメール 堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 478± 02：09．9 2．6�
35 ジ ャ ッ ジ 牡3鹿 54 M．デムーロ田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 496－ 42：10．11� 3．9�
24 モ ル タ ル 牡3芦 54 木幡 巧也阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 478± 02：10．42 32．4�
510 ニューツーリズム 牡4青鹿57 横山 和生吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 506＋ 62：11．03� 19．3�
23 スコルピウス �4黒鹿57 武 豊飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B468＋ 82：11．1クビ 7．8�
815 アナザークイーン 牝4黒鹿55 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B470＋ 42：11．41	 59．1	
12 アベックフォルス 牡3鹿 54

53 ☆岩田 望来田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 486－ 6 〃 ハナ 21．1

611
 エンパイアカラー �6黒鹿57 江田 照男吉澤 克己氏 藤原 辰雄 新冠 ヒカル牧場 508＋ 22：11．5	 94．1�
47 オ ー マ オ 牡4栗 57 戸崎 圭太吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 446－ 62：11．6クビ 14．8�
48 トモジャタイクーン 牡5鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 504＋ 62：11．7� 22．3
816 ヤマノマタカ 牡3鹿 54 石川裕紀人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B462－ 42：12．01	 21．4�
612 セイカヤマノ 牡4黒鹿57 三浦 皇成久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B492＋ 2 〃 クビ 7．8�
59 エ ル ゼ ロ �7鹿 57

54 ▲原 優介�磯波勇F 武井 亮 新冠 守矢牧場 B500－ 22：12．42� 147．1�
11 ミッキープリンス 牡3栗 54 内田 博幸野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B506－ 42：12．93 58．9�
713 ラ マ ト リ ス 牝3芦 52

50 △菅原 明良吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526－ 6 〃 クビ 64．8�

714 ディライトラッシュ 牡6鹿 57 北村 宏司 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 深山 雅史 浦河 小倉牧場 B502＋ 42：13．53� 133．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，078，800円 複勝： 75，962，600円 枠連： 20，437，300円
馬連： 86，780，000円 馬単： 38，398，200円 ワイド： 78，546，600円
3連複： 135，739，000円 3連単： 145，206，900円 計： 633，149，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 630円 枠 連（3－3） 560円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，100円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 520788 的中 � 157975（1番人気）
複勝票数 計 759626 的中 � 205979（1番人気）� 108925（2番人気）� 20401（10番人気）
枠連票数 計 204373 的中 （3－3） 27981（2番人気）
馬連票数 計 867800 的中 �� 124975（1番人気）
馬単票数 計 383982 的中 �� 31762（1番人気）
ワイド票数 計 785466 的中 �� 77564（1番人気）�� 17072（11番人気）�� 12843（18番人気）
3連複票数 計1357390 的中 ��� 32353（5番人気）
3連単票数 計1452069 的中 ��� 10012（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．5―30．6―43．0―55．4―1：08．2―1：21．0―1：33．3―1：45．4―1：57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ス ト マ ン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トワイニング デビュー 2020．3．21 中山2着

2017．3．18生 牡3栗 母 プラセンティア 母母 キャサリーンパー 5戦2勝 賞金 19，100，000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 アジャストザルート号

14044 6月14日 雨 不良 （2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）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：30．5
1：30．3

良
良

57 モ デ レ イ ト 牝5鹿 55 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 浦河 中村 雅明 B470＋121：36．1 290．1�
11 ジーナスイート 牝5芦 55 D．レーン �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 446± 01：36．73� 2．8�

（豪）

45 サ ナ チ ャ ン 牝3青鹿52 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 414－ 21：37．23 21．4�
712 シンハリング 牝3青鹿52 横山 典弘 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492＋20 〃 クビ 3．0	
813 チアチアクラシカ 牝3鹿 52 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 494－ 21：37．51� 6．8

610 レディードリー 牝4青鹿55 柴田 善臣小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 440－ 21：37．71 34．7�
711 シャワークライム 牝4黒鹿 55

53 △木幡 育也吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 444± 01：37．8� 15．1�
58 タマノジュメイラ 牝4鹿 55 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B484＋ 21：37．9� 20．3
69 � サトノコメット 牝5黒鹿55 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 奥村 武 安平 ノーザンファーム B472＋ 61：38．0� 41．6�
33 フラワリングナイト 牝3青鹿52 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 426－ 6 〃 ハナ 8．1�
814 アテナノワール 牝3黒鹿 52

50 △菅原 明良諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 464－121：38．21� 40．3�
22 � スマートレジーナ 牝4鹿 55 吉田 豊大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス

マート 428－121：38．41	 169．7�
46 メデタシメデタシ 牝3鹿 52 北村 宏司堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440± 01：39．57 19．8�
34 マ ロ リ ン 牝4鹿 55 木幡 巧也吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 474－ 21：39．6� 99．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，845，700円 複勝： 72，721，700円 枠連： 21，113，200円
馬連： 97，305，100円 馬単： 43，834，700円 ワイド： 73，961，900円
3連複： 138，939，400円 3連単： 170，290，300円 計： 674，012，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 29，010円 複 勝 � 4，450円 � 150円 � 390円 枠 連（1－5） 3，450円

馬 連 �� 37，090円 馬 単 �� 135，850円

ワ イ ド �� 12，850円 �� 27，880円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 140，620円 3 連 単 ��� 1，624，470円

票 数

単勝票数 計 558457 的中 � 1540（14番人気）
複勝票数 計 727217 的中 � 3024（14番人気）� 186509（1番人気）� 41368（6番人気）
枠連票数 計 211132 的中 （1－5） 4741（13番人気）
馬連票数 計 973051 的中 �� 2033（58番人気）
馬単票数 計 438347 的中 �� 242（135番人気）
ワイド票数 計 739619 的中 �� 1454（65番人気）�� 668（83番人気）�� 18368（10番人気）
3連複票数 計1389394 的中 ��� 741（206番人気）
3連単票数 計1702903 的中 ��� 76（1506番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．6―47．2―58．9―1：10．7―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．2
3 7（9，6，11）8，12，13（4，10）（1，14）2，5－3 4 7－（9，6）（8，11）（12，13）1（4，10）（2，14）5－3

勝馬の
紹 介

モ デ レ イ ト �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2017．9．30 中山7着

2015．2．14生 牝5鹿 母 ヒシカルメン 母母 ヒシピナクル 15戦2勝 賞金 21，464，000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。



14045 6月14日 曇 不良 （2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（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 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

816 ヴィーヴァバッカス 牡5栗 57 北村 宏司芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 清水スタッド 474－ 42：09．2 15．1�
714 ヴォウジラール 牡5鹿 57 D．レーン �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 520－ 62：09．73 3．4�

（豪）

713 ギガバッケン 牡5鹿 57 宮崎 北斗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B560－ 2 〃 アタマ 76．9�

611 フ ロ ー リ ン 牡5栗 57 岩田 望来ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－ 82：09．8� 47．1�

59 ヴォートルエロー 牡3鹿 54 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 484＋ 22：10．33 5．7	

48 トレイントレイン 牡4黒鹿57 西田雄一郎�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B518＋ 62：10．51	 18．6

815 キャベンディッシュ 牡5栗 57 野中悠太郎本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 510＋ 2 〃 アタマ 40．2�
12 ヒュミドール 
4鹿 57 田辺 裕信�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 466－ 6 〃 ハナ 22．4�
47 フィストバンプ 牡4青鹿57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 492＋ 42：10．6クビ 12．1
612 フーズサイド 牡4黒鹿57 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 490± 02：10．7� 45．6�
36 � ディスカバー 
6鹿 57 藤井勘一郎村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B470＋ 2 〃 クビ 162．9�
23 グロンフォール 牡5鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 576－ 22：10．91	 11．9�
24 ロードストライク 牡4栗 57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム B478＋ 22：11．21� 10．4�
11 グレンマクナス 牡6鹿 57 C．ルメール �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 530＋ 62：11．73 4．5�
510� ア オ テ ン 牡7鹿 57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 524± 02：12．44 47．9�
35 ト ゥ ル ボ ー 牡4栗 57 石橋 脩�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B492－ 62：13．35 32．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，986，100円 複勝： 88，511，500円 枠連： 26，280，000円
馬連： 127，896，000円 馬単： 45，274，100円 ワイド： 101，184，000円
3連複： 190，615，100円 3連単： 188，518，900円 計： 830，265，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 350円 � 170円 � 1，440円 枠 連（7－8） 1，690円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 900円 �� 8，250円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 55，170円 3 連 単 ��� 351，350円

票 数

単勝票数 計 619861 的中 � 32776（7番人気）
複勝票数 計 885115 的中 � 61069（6番人気）� 180517（1番人気）� 12316（15番人気）
枠連票数 計 262800 的中 （7－8） 11992（8番人気）
馬連票数 計1278960 的中 �� 40853（7番人気）
馬単票数 計 452741 的中 �� 6255（17番人気）
ワイド票数 計1011840 的中 �� 30492（6番人気）�� 3074（80番人気）�� 5767（52番人気）
3連複票数 計1906151 的中 ��� 2591（172番人気）
3連単票数 計1885189 的中 ��� 389（1033番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．2―12．4―12．6―13．0―12．5―12．3―11．8―12．0―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―17．9―30．1―42．5―55．1―1：08．1―1：20．6―1：32．9―1：44．7―1：56．7

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィーヴァバッカス �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．15 京都9着

2015．4．14生 牡5栗 母 ヴィーヴァレジーナ 母母 クールセクレタリー 20戦3勝 賞金 43，371，000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14日 曇 不良 （2東京3） 第4日 第10競走 ��
��1，600�

あ し の こ

芦 ノ 湖 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

55 サトノフウジン 牡3黒鹿54 D．レーン �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462± 01：36．7 3．8�
（豪）

67 クロノメーター 牡3黒鹿54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442＋ 61：36．91� 3．3�

79 ハイアーグラウンド 	6鹿 57 津村 明秀小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 516± 01：37．11� 14．1�
811 ジョブックコメン 牝5黒鹿55 武 豊�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 430＋ 41：37．2
 8．4�
44 ゲ バ ラ 牡4鹿 57 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 480＋ 61：37．51
 8．2	
33 クインズサン 牡7青 57 野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 456－ 2 〃 クビ 8．3

78 サトノフォース 牡4黒鹿57 C．ルメール �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 466＋ 41：37．6� 7．2�
66 シ ャ チ 牡3鹿 54 吉田 豊中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 462＋ 61：37．7� 17．3�
810� クリノアリエル 牝5青 55 三浦 皇成栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 418＋ 41：38．23 30．5
22 ド ウ デ ィ 牡6鹿 57 菅原 隆一 e馬主組合 小野 次郎 新冠 松浦牧場 480－ 41：38．62� 91．8�
11 マサキノテソーロ 牡6栗 57 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 新冠 山岡牧場 550＋101：40．19 54．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 70，301，500円 複勝： 92，491，200円 枠連： 24，724，900円
馬連： 146，481，400円 馬単： 56，024，700円 ワイド： 98，163，500円
3連複： 195，017，200円 3連単： 258，792，100円 計： 941，996，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 140円 � 290円 枠 連（5－6） 370円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，060円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 16，250円

票 数

単勝票数 計 703015 的中 � 145155（2番人気）
複勝票数 計 924912 的中 � 154634（2番人気）� 196402（1番人気）� 62374（7番人気）
枠連票数 計 247249 的中 （5－6） 51483（1番人気）
馬連票数 計1464814 的中 �� 158787（1番人気）
馬単票数 計 560247 的中 �� 31053（1番人気）
ワイド票数 計 981635 的中 �� 78182（1番人気）�� 22314（17番人気）�� 28698（12番人気）
3連複票数 計1950172 的中 ��� 39498（11番人気）
3連単票数 計2587921 的中 ��� 11545（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．5―48．7―1：01．0―1：12．7―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．7
3 9，3（2，7）8（5，11）4，6，10－1 4 ・（9，3）（4，2，7）（5，8）11（10，6）＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノフウジン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2019．11．3 東京1着

2017．2．17生 牡3黒鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 5戦3勝 賞金 34，499，000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。

２レース目



14047 6月14日 曇 不良 （2東京3） 第4日 第11競走 ��
��1，800�第37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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

36 ダイワキャグニー 牡6黒鹿56 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B500－161：47．7 22．1�
11 ソーグリッタリング 牡6鹿 57 藤井勘一郎 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 486＋ 81：47．91	 9．8�
818 トーラスジェミニ 牡4鹿 56 木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478－ 4 〃 ハナ 136．9�
816 アンドラステ 牝4黒鹿54 岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 0 〃 アタマ 9．3�
611 アトミックフォース 牡4鹿 56 武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 476－ 21：48．0クビ 17．2�
24 サトノアーサー 牡6青鹿56 D．レーン 	サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 クビ 4．0


（豪）

35 ピースワンパラディ 牡4鹿 56 津村 明秀長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 462－ 41：48．1クビ 5．0�
715 ゴーフォザサミット 牡5黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 512＋ 61：48．31
 114．7�
12 サトノガーネット 牝5黒鹿54 吉田 豊 	サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 41：49．04 58．9
817 レ イ エ ン ダ 牡5黒鹿57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486－ 81：49．42	 6．4�
23 ギ ベ オ ン 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 494－221：49．82	 29．4�
48 マイネルファンロン 牡5青鹿56 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 4 〃 クビ 31．9�
47 サ ラ キ ア 牝5鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 456－ 41：49．9クビ 23．5�
713 アイスストーム 牡5鹿 56 武 豊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 61：50．64 12．9�
510 マイネルハニー 牡7鹿 56 野中悠太郎 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 浦河 高昭牧場 482＋ 21：50．7クビ 130．4�
612 シャドウディーヴァ 牝4黒鹿54 M．デムーロ 	スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：51．01	 15．9�
714 インビジブルレイズ 牡6鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 466± 01：51．74 45．1�
59 エメラルファイト 牡4芦 56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B460－ 41：52．44 38．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 248，156，900円 複勝： 354，125，800円 枠連： 154，815，000円 馬連： 855，511，900円 馬単： 252，802，700円
ワイド： 534，608，000円 3連複： 1，508，470，500円 3連単： 1，617，891，600円 5重勝： 489，342，400円 計： 6，015，724，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 660円 � 320円 � 3，310円 枠 連（1－3） 1，600円

馬 連 �� 12，210円 馬 単 �� 30，810円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 49，830円 �� 25，910円

3 連 複 ��� 739，440円 3 連 単 ��� 4，219，320円

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

キャリーオーバー なし����� 9，786，840円

票 数

単勝票数 計2481569 的中 � 89615（9番人気）
複勝票数 計3541258 的中 � 138140（10番人気）� 327297（4番人気）� 25133（18番人気）
枠連票数 計1548150 的中 （1－3） 74528（8番人気）
馬連票数 計8555119 的中 �� 54290（41番人気）
馬単票数 計2528027 的中 �� 6153（98番人気）
ワイド票数 計5346080 的中 �� 44853（36番人気）�� 2748（140番人気）�� 5292（119番人気）
3連複票数 計15084705 的中 ��� 1530（613番人気）
3連単票数 計16178916 的中 ��� 278（3414番人気）
5重勝票数 差引計4893424（返還計2074837） 的中 ����� 35

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．3―47．2―59．1―1：11．2―1：23．0―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．5

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワキャグニー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．6 東京1着

2014．2．25生 牡6黒鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 24戦8勝 賞金 227，850，000円
〔制裁〕 ダイワキャグニー号の騎手内田博幸は，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。
※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。
（非抽選馬） 4頭 アメリカズカップ号・キョウヘイ号・ミラアイトーン号・レッドヴェイロン号
※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。

14048 6月14日 曇 不良 （2東京3） 第4日 第12競走 ��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

35 アストロブレイク 牡3栗 54 三浦 皇成吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 川端 正博 492＋ 21：17．1 2．1�
714 スターファイター 牡3鹿 54 田辺 裕信 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 468－ 41：17．52� 30．5�
47 オメガエリタージュ 牡3青鹿54 M．デムーロ原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 442＋ 41：17．71� 16．6�
612	 スマイルプリティ 牝6鹿 55 宮崎 北斗臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 492－ 4 〃 クビ 38．4�
48 タイキメサイア 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 516± 01：17．8クビ 22．0	

510 トーアシオン 牡4栗 57 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 492＋ 2 〃 クビ 31．4

24 フジノタカネ 牡4芦 57 D．レーン 星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B522－ 6 〃 ハナ 7．4�

（豪）

12 ディナミーデン 牡5芦 57 戸崎 圭太ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 468－ 61：18．01 8．1�
713 アイムソーグレイト 牡4栗 57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 472＋ 21：18．31
 26．4
36 マイネルナイペス 牡4鹿 57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B466－ 4 〃 ハナ 59．7�
59 ベイビーボス 牡3鹿 54 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 B456＋ 41：18．4� 12．7�
611 プリンシアルーチェ 牝4鹿 55 北村 宏司芳川 貴行氏 宮田 敬介 新冠 スカイビーチステーブル 504＋ 4 〃 クビ 18．5�
23 カッチョエペペ 牝4栗 55 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B452＋ 21：19．03� 61．1�
815 スリーヴリーグ 牡4栗 57 石川裕紀人�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 520＋10 〃 クビ 143．0�
816 ス ー ス ー 牝4栗 55 武藤 雅田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 424± 01：19．1� 97．4�
11 	 スマートエリス 牝4栗 55 武 豊大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 502－151：19．84 9．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 138，692，200円 複勝： 202，580，700円 枠連： 58，756，000円
馬連： 270，456，600円 馬単： 107，669，200円 ワイド： 216，687，300円
3連複： 415，484，400円 3連単： 527，160，600円 計： 1，937，487，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 550円 � 430円 枠 連（3－7） 1，390円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 980円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 13，910円 3 連 単 ��� 49，180円

票 数

単勝票数 計1386922 的中 � 527288（1番人気）
複勝票数 計2025807 的中 � 616246（1番人気）� 69772（10番人気）� 94514（8番人気）
枠連票数 計 587560 的中 （3－7） 32735（6番人気）
馬連票数 計2704566 的中 �� 71862（10番人気）
馬単票数 計1076692 的中 �� 20756（13番人気）
ワイド票数 計2166873 的中 �� 50934（10番人気）�� 58059（9番人気）�� 12363（50番人気）
3連複票数 計4154844 的中 ��� 22393（43番人気）
3連単票数 計5271606 的中 ��� 7770（145番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．0―29．4―40．8―52．6―1：04．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．3
3 5（1，12，13）（6，9，16）（7，8，14）（4，15）（10，11）－（2，3） 4 ・（5，1）12（6，8，13）9（4，16）（7，14）15，10（2，3，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アストロブレイク �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．10．26 東京3着

2017．4．4生 牡3栗 母 シーノットラブユー 母母 シ ー セ モ ア 6戦2勝 賞金 21，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ウインアクティーボ号・サンハンツビル号・ブライティアランド号・マイネルサンタアナ号
※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。

５レース目



（2東京3）第4日 6月14日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 185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

239，380，000円
23，220，000円
1，800，000円
28，630，000円
78，613，000円
5，393，500円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
916，747，000円
1，295，447，200円
395，983，700円
2，044，854，400円
744，644，100円
1，465，864，100円
3，240，643，900円
3，639，636，000円
489，342，400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 14，233，162，800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4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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