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14049 6月20日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（2東京3） 第5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

812� エンシュラウド �4芦 60 五十嵐雄祐ゴドルフィン 藤沢 和雄 英 Mark Johnston
Racing Ltd 468＋ 43：29．4 2．3�

69 � ブラックワンダー 牡4青鹿60 伴 啓太佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 472＋ 43：29．5	 9．6�
813� ピースプレイヤー 牡4鹿 60 北沢 伸也飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims 494＋ 23：31．110 3．8�
710 キングスヴァリュー �5栗 60 草野 太郎 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 496＋ 43：31．42 14．3�
45 ブルーガーディアン 牡8黒鹿60 大庭 和弥 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 500－ 6 〃 アタマ 9．2	
57 � キタノテイオウ 牡5黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 464＋183：31．61
 47．9

22 スリーミネルバ 牝6黒鹿58 大江原 圭永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 448＋ 23：39．1大差 183．5�
11 トーアクルス 牡3芦 58 山本 康志高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 522＋ 83：39．73� 126．6�
68 メイショウジーク 牡6鹿 60 西谷 誠松本 好氏 坂口 智康 浦河 赤田牧場 484－ 23：40．01	 24．6�
44 イーグルフェザー �7鹿 60 小野寺祐太 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 492＋ 43：42．6大差 7．9�
33 ストロングヘヴン �4青 60 江田 勇亮天堀 忠博氏 松永 康利 日高 門別 敏朗 538＋143：48．1大差 94．3�
56 � ムーンリットエルフ �5栗 60 金子 光希 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 日高 槇本牧場 482－ 4 （競走中止） 68．2�
711 ケイアイビリジアン 牡4栗 60 蓑島 靖典亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 530＋ 4 （競走中止） 21．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，315，300円 複勝： 27，978，400円 枠連： 13，485，800円
馬連： 40，699，100円 馬単： 21，091，600円 ワイド： 29，455，400円
3連複： 69，282，000円 3連単： 83，058，200円 計： 306，365，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 180円 � 130円 枠 連（6－8） 500円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 360円 �� 190円 �� 440円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 4，370円

票 数

単勝票数 計 213153 的中 � 73872（1番人気）
複勝票数 計 279784 的中 � 78493（1番人気）� 29247（4番人気）� 54979（2番人気）
枠連票数 計 134858 的中 （6－8） 20545（3番人気）
馬連票数 計 406991 的中 �� 36570（2番人気）
馬単票数 計 210916 的中 �� 12321（3番人気）
ワイド票数 計 294554 的中 �� 19083（2番人気）�� 48354（1番人気）�� 14973（5番人気）
3連複票数 計 692820 的中 ��� 61498（1番人気）
3連単票数 計 830582 的中 ��� 13773（6番人気）
上り 1マイル 1：49．0 4F 53．0－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エンシュラウド �
�
父 Authorized �

�
母父 Tobougg デビュー 2018．12．28 中山2着

2016．3．19生 �4芦 母 Screen Star 母母 Actoris 障害：2戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 ムーンリットエルフ号は，1周目6号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ケイアイビリジアン号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目8号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ケイアイビリジアン号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目8号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再

審査〔平地調教を含む〕。

14050 6月20日 晴 不良 （2東京3） 第5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

12 カラーズオブラヴ 牝3黒鹿54 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B468＋ 41：24．5 14．9�
47 ク ー レ ク ー 牝3栗 54 M．デムーロ程田 真司氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 448－ 41：25．13� 1．5�
611 リングアベル 牝3青鹿54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 21：25．31� 4．8�
713 スーリエドヴェール 牝3鹿 54 野中悠太郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 タニグチ牧場 484－ 6 〃 ハナ 45．3�
48 ラインキャロット 牝3黒鹿54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 426＋ 21：25．72� 191．8�
59 クイーンオラトリオ 牝3青 54 江田 照男 	ユートピア牧場 清水 英克 むかわ 上水牧場 494－ 41：25．8� 168．1

24 エアジャミラ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 424 ―1：25．9クビ 26．4�
36 ハ ー イ 牝3栗 54 木幡 巧也福原 晃氏 的場 均 新ひだか グランド牧場 424－ 4 〃 ハナ 151．1�
510 サフランフラワー 牝3黒鹿54 吉田 豊海原 聖一氏 古賀 史生 平取 高橋 啓 424－ 21：26．0� 9．5
612 ラブリーモーション 牝3鹿 54 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 468＋10 〃 クビ 69．7�
23 ラルワースコーヴ 牝3青鹿54 内田 博幸 	キャロットファーム 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―1：26．1� 19．9�
714 セレナアンバー 牝3鹿 54

52 △菅原 明良島川 利子氏 林 徹 千歳 社台ファーム 470＋ 41：26．31 234．7�
35 セストリエール 牝3栗 54 福永 祐一	下河辺牧場 池上 昌和 日高 下河辺牧場 438＋ 41：26．61� 21．6�
816 プリンセスリーナ 牝3栗 54

52 △木幡 育也田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 秋場牧場 492± 01：27．23� 294．1�
11 スキャルドメール 牝3鹿 54 木幡 初也	日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 452＋ 61：27．41� 49．9�
815 ゴ ン フ レ ナ 牝3栗 54 杉原 誠人吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 492 ― （競走中止） 133．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，046，400円 複勝： 167，781，600円 枠連： 13，284，900円
馬連： 61，454，900円 馬単： 39，080，600円 ワイド： 53，510，800円
3連複： 90，810，900円 3連単： 141，067，000円 計： 607，037，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 200円 � 110円 � 130円 枠 連（1－4） 720円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 330円 �� 750円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 14，040円

票 数

単勝票数 計 400464 的中 � 21487（4番人気）
複勝票数 計1677816 的中 � 48120（4番人気）� 1295261（1番人気）� 104350（2番人気）
枠連票数 計 132849 的中 （1－4） 14245（4番人気）
馬連票数 計 614549 的中 �� 52000（3番人気）
馬単票数 計 390806 的中 �� 8757（10番人気）
ワイド票数 計 535108 的中 �� 38840（3番人気）�� 14661（9番人気）�� 96599（1番人気）
3連複票数 計 908109 的中 ��� 54663（2番人気）
3連単票数 計1410670 的中 ��� 7283（38番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．4―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．8―47．2―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カラーズオブラヴ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2019．8．10 新潟13着

2017．4．18生 牝3黒鹿 母 ディヴォーション 母母 トウホージュディ 6戦1勝 賞金 5，850，000円
〔発走状況〕 プリンセスリーナ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 ゴンフレナ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※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） 1頭 テイエムピカピカ号
（非抽選馬） 1頭 ディヴィニティ号

第３回 東京競馬 第５日



14051 6月20日 晴 不良 （2東京3） 第5日 第3競走 2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

713 トップリーチ 牡3黒鹿56 三浦 皇成紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 442＋ 62：11．6 8．8�
47 マイネルイリャルギ 牡3鹿 56 D．レーン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 498－ 62：12．77 1．7�
（豪）

11 ミストラルウインド 牡3青鹿 56
54 △木幡 育也島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 468± 02：12．8� 11．9�
48 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 466－ 42：12．9� 25．7�
611 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± 02：13．43 160．9	
35 ブラックシャウト 牡3青鹿56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 木村 哲也 新ひだか タイヘイ牧場 466± 02：14．14 36．9

816 カ ナ ラ イ ズ 牡3黒鹿56 石川裕紀人水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 B468－ 22：14．41� 65．6�
36 シェイドオヴペイル 牡3栗 56

54 △菅原 明良小林 弘明氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 B502－ 22：14．5� 47．3�
23 トーセンワンダー 牡3栗 56 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 498－ 4 〃 ハナ 6．7
612 ジュンスターリッチ 牝3栗 54 柴田 大知河合 純二氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B452＋ 22：14．7� 166．7�
12 リングアップ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子梶本 尚嗣氏 稲垣 幸雄 日高 前野牧場 474＋ 82：15．02 59．8�
815 ベルラガッツォ �3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 490＋182：15．1� 6．9�
510 オルフェチョウサン 牡3青鹿 56

53 ▲小林 凌大�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 B416＋ 22：15．31� 33．5�
59 イントゥザスカイ 牡3黒鹿56 野中悠太郎山内 晃氏 和田正一郎 新ひだか 高橋フアーム 514＋ 82：18．6大差 158．4�
714 リーヴスカーズ 牡3鹿 56 内田 博幸西森 功氏 清水 英克 新ひだか 藤川フアーム 462－ 22：19．77 111．1�
24 バイオレットモーヴ 牝3栗 54 木幡 巧也下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 464± 02：20．02 181．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，002，300円 複勝： 92，718，200円 枠連： 10，975，200円
馬連： 56，240，700円 馬単： 35，867，600円 ワイド： 48，817，200円
3連複： 92，994，000円 3連単： 131，084，400円 計： 509，699，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 170円 � 110円 � 210円 枠 連（4－7） 610円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 260円 �� 860円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 10，110円

票 数

単勝票数 計 410023 的中 � 36885（4番人気）
複勝票数 計 927182 的中 � 67059（3番人気）� 565584（1番人気）� 49884（5番人気）
枠連票数 計 109752 的中 （4－7） 13773（3番人気）
馬連票数 計 562407 的中 �� 81234（2番人気）
馬単票数 計 358676 的中 �� 13303（6番人気）
ワイド票数 計 488172 的中 �� 52524（2番人気）�� 12701（11番人気）�� 33658（4番人気）
3連複票数 計 929940 的中 ��� 57406（3番人気）
3連単票数 計1310844 的中 ��� 9400（23番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．1―30．6―43．8―57．1―1：08．8―1：21．4―1：34．2―1：46．5―1：58．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トップリーチ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2020．1．26 中山5着

2017．5．17生 牡3黒鹿 母 レッドプラネット 母母 レッドプライム 7戦1勝 賞金 8，280，000円
〔制裁〕 バイオレットモーヴ号の騎手木幡巧也は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・12番・15

番）
〔その他〕 バイオレットモーヴ号は，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〕 イントゥザスカイ号・リーヴスカーズ号・バイオレットモーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和2年7月20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〕 リングアップ号・イントゥザスカイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月20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。

14052 6月20日 晴 不良 （2東京3） 第5日 第4競走 1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

48 ピースボヌール 牡3鹿 56 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 496＋ 21：36．9 2．8�
23 ホテルカリホルニア 牡3鹿 56 D．レーン 池谷 誠一氏 萩原 清 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 498＋ 8 〃 クビ 3．3�
（豪）

35 ス ウ ェ ア ー 牡3鹿 56 木幡 初也吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B504－ 81：37．32� 16．8�
816 リュヌドミエル 牝3栗 54 C．ルメールライオンレースホース� 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 444± 01：37．93� 5．2�
12 ロードウィリアム 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 勝春 448± 01：38．11� 8．9�
11 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 B460－ 21：38．2クビ 27．7	
713 ドバウィビクトリー 牡3鹿 56

53 ▲原 優介後藤 英成氏 稲垣 幸雄 日高 長谷部牧場 466＋ 2 〃 アタマ 84．3

815 ムーンフェアリー 牝3栗 54 丸田 恭介村山 卓也氏 岩戸 孝樹 浦河 高村牧場 444－ 21：38．3� 10．5�
36 デルマシルバー 牝3芦 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 434± 01：38．93� 85．2�
510 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 522－ 41：39．22 58．1�
47 ルーレットエルフ 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 日高 槇本牧場 506＋ 61：39．52 280．5�

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± 01：39．6� 66．8�

612 ペイシャティフォン 牝3鹿 54 伴 啓太北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 拓樹 464－10 〃 ハナ 395．2�
611 グランクロワ �3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 440＋ 21：39．7� 196．8�
714 サクラジマテソーロ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 2 〃 アタマ 29．9�

59 ザ ハ ロ ワ 牝3鹿 54
52 △木幡 育也ホースアディクト天間 昭一 むかわ 桑原牧場 462＋ 21：40．01� 158．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，395，700円 複勝： 60，485，500円 枠連： 14，925，200円
馬連： 63，472，600円 馬単： 29，929，200円 ワイド： 58，354，200円
3連複： 92，673，500円 3連単： 106，006，300円 計： 468，242，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 160円 � 320円 枠 連（2－4） 580円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 300円 �� 520円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 9，810円

票 数

単勝票数 計 423957 的中 � 118974（1番人気）
複勝票数 計 604855 的中 � 129963（1番人気）� 104564（3番人気）� 36313（6番人気）
枠連票数 計 149252 的中 （2－4） 19834（2番人気）
馬連票数 計 634726 的中 �� 78110（1番人気）
馬単票数 計 299292 的中 �� 16940（3番人気）
ワイド票数 計 583542 的中 �� 56191（1番人気）�� 27951（4番人気）�� 13467（13番人気）
3連複票数 計 926735 的中 ��� 32958（5番人気）
3連単票数 計1060063 的中 ��� 7833（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―36．0―48．3―1：00．6―1：12．7―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピースボヌール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．10．26 東京10着

2017．5．30生 牡3鹿 母 ピースオブワールド 母母 ビ バ ム ー ル 8戦1勝 賞金 7，870，000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 ティラミス号
※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。



14053 6月20日 晴 稍重 （2東京3） 第5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

47 クールキャット 牝2青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 504 ―1：23．4 2．9�
510 ソングライン 牝2青鹿54 D．レーン �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 468 ―1：23．72 2．6�

（豪）

611 ビスボッチャ 牝2鹿 54 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446 ―1：23．91� 6．9�

（ビーチバレー）

816 クールシャワー 牡2鹿 54 津村 明秀川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 チェスナット
ファーム 466 ―1：24．0� 37．1�

612 ワールドナカヤマ 牝2鹿 54
52 △木幡 育也�中山牧場 小手川 準 浦河 中山牧場 384 ―1：24．74 189．8�

714 ハイレリーフ 牝2青鹿54 野中悠太郎岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 436 ―1：24．8� 37．7	
713 マ ラ ド ー ナ 牡2栗 54 石川裕紀人中村 智幸氏 岩戸 孝樹 浦河 バンブー牧場 466 ―1：24．9� 69．5

35 スペクタクル 牡2栗 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 488 ―1：25．22 33．2�
815 ワイオミアロール 牝2栗 54 江田 照男�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 赤田牧場 408 ―1：25．51� 47．2�
23 エクレウステソーロ 牡2青鹿54 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス 稲垣 幸雄 新ひだか タガミファーム 434 ―1：26．56 84．0�
11 ユ ウ ガ 牝2鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 374 ―1：26．6クビ 53．2�
12 コスモマッドネス 牡2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 シンカンファーム 446 ―1：26．81� 30．0�
48 シーレカズマ 牡2鹿 54 北村 宏司合同会社雅苑興業 宮田 敬介 新冠 パカパカ

ファーム 472 ―1：27．01� 49．6�
59 ナンヨーローズ 牡2黒鹿54 柴田 善臣中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 438 ―1：27．42� 14．7�
24 パ ラ ノ イ ド 牝2鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 464 ―1：28．78 21．6�
36 カラドボルグ 牡2栗 54

52 △菅原 明良田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 沖田牧場 462 ―1：28．8� 158．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，321，600円 複勝： 55，777，600円 枠連： 14，585，500円
馬連： 66，481，600円 馬単： 32，238，700円 ワイド： 54，610，600円
3連複： 96，472，000円 3連単： 109，677，900円 計： 487，165，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 150円 枠 連（4－5） 300円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 180円 �� 330円 �� 330円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，200円

票 数

単勝票数 計 573216 的中 � 163561（2番人気）
複勝票数 計 557776 的中 � 130520（2番人気）� 137044（1番人気）� 72730（3番人気）
枠連票数 計 145855 的中 （4－5） 37055（1番人気）
馬連票数 計 664816 的中 �� 152689（1番人気）
馬単票数 計 322387 的中 �� 35349（2番人気）
ワイド票数 計 546106 的中 �� 93414（1番人気）�� 37887（2番人気）�� 37560（3番人気）
3連複票数 計 964720 的中 ��� 103598（1番人気）
3連単票数 計1096779 的中 ��� 36135（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．9―48．1―59．7―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クールキャット �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2018．2．21生 牝2青鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パラノイド号・カラドボルグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月20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 フェミニンルック号・ブルーシンフォニー号・ベイビーシャーク号
※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。

14054 6月20日 晴 稍重 （2東京3） 第5日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走13時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

816 カガジャスティス 牡3鹿 56 江田 照男香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 508－ 41：34．7 27．4�
35 � リーガルバトル 牡3黒鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd 510± 01：35．02 1．4�
59 ゲームアルアル 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474－ 61：35．1クビ 13．9�
11 ザ ン セ ツ �3栗 56 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－121：35．31� 12．3�
815 フ ジ コ ウ キ 牡3芦 56

54 △木幡 育也荒木 誠氏 大江原 哲 新ひだか 岡田牧場 434－ 21：35．51� 9．4�
23 パラティーノヒル 牝3栗 54 武藤 雅吉田 照哉氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398－121：35．6クビ 33．9�
47 グランチーノ 牝3鹿 54 津村 明秀小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 464± 01：35．91	 27．3	
24 ナスノメロディー 牝3鹿 54

52 △菅原 明良
須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 422＋141：36．21	 19．3�

714 ジャッジメント �3鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ B472－ 2 〃 クビ 148．9

48 ラ ン ジ ョ ウ 牝3芦 54 木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 430－ 61：36．3� 158．5�

612 フラッグタワー �3青鹿56 吉田 豊 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 442＋ 61：36．4	 61．1�
36 シゲルフタゴザ 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 土田農場 472＋ 21：36．5クビ 74．8�
611 ブライティアデイ 牝3栗 54 木幡 初也小林 昌志氏 矢野 英一 平取 雅 牧場 422＋141：36．92� 287．9�
510 ショウナンアサヤケ 牡3鹿 56 田辺 裕信国本 哲秀氏 武市 康男 日高 中原牧場 492－ 61：37．64 11．2�
713 デルマヘリオドール 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B412－10 〃 クビ 212．3�
12 キングフェーヴル 牝3栗 54 野中悠太郎廣崎利洋HD� 青木 孝文 浦河 栄進牧場 432－ 61：37．92 153．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，643，400円 複勝： 172，894，600円 枠連： 15，771，900円
馬連： 65，448，800円 馬単： 44，537，500円 ワイド： 56，929，300円
3連複： 96，197，100円 3連単： 154，459，200円 計： 646，881，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，740円 複 勝 � 360円 � 110円 � 230円 枠 連（3－8） 390円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，240円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 35，730円

票 数

単勝票数 計 406434 的中 � 11824（8番人気）
複勝票数 計1728946 的中 � 30938（7番人気）� 1313760（1番人気）� 55237（4番人気）
枠連票数 計 157719 的中 （3－8） 30591（2番人気）
馬連票数 計 654488 的中 �� 38952（7番人気）
馬単票数 計 445375 的中 �� 5514（15番人気）
ワイド票数 計 569293 的中 �� 25655（7番人気）�� 5932（25番人気）�� 40317（5番人気）
3連複票数 計 961971 的中 ��� 22157（14番人気）
3連単票数 計1544592 的中 ��� 3134（102番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．1―34．4―46．4―58．4―1：09．9―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カガジャスティス �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．8．25 札幌2着

2017．4．20生 牡3鹿 母 フローラルホール 母母 フラワリーウーフ 11戦1勝 賞金 7，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 ランジョウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月20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 ボウイッシュ号



14055 6月20日 晴 稍重 （2東京3） 第5日 第7競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時35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
1：56．1
1：56．1

良
良

33 デジマノハナ 牝3栗 52 横山 典弘大島有志生氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 476－ 21：59．8 3．5�
11 フラッフィーベア 牝4鹿 55

53 △木幡 育也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 442－ 4 〃 アタマ 13．6�
811 カナロアガール 牝4鹿 55 田辺 裕信広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 468＋ 22：00．43� 4．0�
810 コスモギンガ 牝3芦 52 野中悠太郎岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 448－ 62：00．5� 6．8�
66 � ラブインブルーム 牝4青鹿 55

52 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 426＋ 42：00．71� 52．8	

78 レットミーアウト 牝3黒鹿52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 22：00．91 25．4


22 スズロザーナ 牝4栗 55 石川裕紀人森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 436＋ 22：01．0� 65．1�

67 リ ゼ ブ ル ー 牝4芦 55 木幡 巧也飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 490± 0 〃 ハナ 17．6�
44 ヒューマンコメディ 牝3黒鹿52 武藤 雅野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 478－ 22：01．1� 13．0
55 ヴォリアーモ 牝3鹿 52 三浦 皇成 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 454－ 62：01．2� 4．0�
79 レッドサーシャ 牝3栗 52 内田 博幸 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 462－ 62：01．83� 19．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，462，200円 複勝： 68，476，600円 枠連： 15，592，800円
馬連： 79，222，300円 馬単： 33，754，200円 ワイド： 59，422，700円
3連複： 105，118，100円 3連単： 140，732，400円 計： 552，781，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 360円 � 170円 枠 連（1－3） 3，050円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 440円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 24，270円

票 数

単勝票数 計 504622 的中 � 112998（1番人気）
複勝票数 計 684766 的中 � 119112（2番人気）� 38882（6番人気）� 116022（3番人気）
枠連票数 計 155928 的中 （1－3） 3952（11番人気）
馬連票数 計 792223 的中 �� 19047（14番人気）
馬単票数 計 337542 的中 �� 5999（14番人気）
ワイド票数 計 594227 的中 �� 12922（16番人気）�� 36734（5番人気）�� 15028（11番人気）
3連複票数 計1051181 的中 ��� 17231（13番人気）
3連単票数 計1407324 的中 ��� 4203（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―35．9―47．9―1：00．1―1：12．3―1：24．2―1：35．6―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

デジマノハナ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 トワイニング デビュー 2019．10．19 東京4着

2017．3．29生 牝3栗 母 カザリムスビ 母母 ニフティディード 4戦2勝 賞金 15，700，000円

14056 6月20日 晴 重 （2東京3） 第5日 第8競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走14時05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

11 フリーフロー 牡3栗 54 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 470＋ 21：36．4 17．7�
36 ファイアランス 牡3鹿 54 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 41：36．72 1．9�
12 グロリアスホープ 牡4鹿 57 D．レーン �ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B498－ 4 〃 アタマ 6．7�

（豪）

713 フクサンダーク 牡4鹿 57 野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 488－ 81：36．8クビ 48．8�
24 � ヒロノブシドウ 牡5黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 502－ 8 〃 アタマ 244．7�
48 � バンディエラ 牡4栗 57 戸崎 圭太東海林貴大氏 竹内 正洋 新冠 松本 信行 B530－131：36．9� 21．5	
47 ヴェスティード 牡5青鹿57 三浦 皇成 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 浦河 辻 牧場 528＋201：37．0� 22．2

23 ヨクエロマンボ �7芦 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460± 01：37．1クビ 12．3�
510 タイセイポリシー 牡3黒鹿54 内田 博幸田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 上野 正恵 484＋ 61：37．31� 9．5�
612 ナ ム ラ ブ ル 牡4鹿 57

55 △菅原 明良奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 478± 01：38．04 236．1
59 サトノアレックス 牡3栗 54 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 498＋ 6 〃 ハナ 5．2�
816 プログレスシチー �7鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか カタオカフアーム 464± 01：38．21� 267．5�
35 ブレイクザボーダー 牡3栗 54 柴田 大知 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか 萩澤 國男 472＋ 21：38．41� 118．9�
611� コ ン シ ー ド �4栗 57

54 ▲小林 凌大河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 468＋ 61：38．5クビ 347．6�
714� ヘ キ ギ ョ ク 牡5鹿 57

55 △木幡 育也ライオンレースホース� 石栗 龍彦 新ひだか 高橋 修 560＋161：40．09 212．3�
815� ギ ニ ー 牡4鹿 57 石川裕紀人中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 502± 01：44．6大差 243．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，576，800円 複勝： 87，842，600円 枠連： 19，460，900円
馬連： 90，248，100円 馬単： 44，026，100円 ワイド： 71，095，500円
3連複： 131，386，900円 3連単： 176，549，800円 計： 675，186，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 300円 � 110円 � 190円 枠 連（1－3） 450円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，360円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 21，110円

票 数

単勝票数 計 545768 的中 � 24626（6番人気）
複勝票数 計 878426 的中 � 45640（6番人気）� 364628（1番人気）� 90760（3番人気）
枠連票数 計 194609 的中 （1－3） 33515（2番人気）
馬連票数 計 902481 的中 �� 59175（4番人気）
馬単票数 計 440261 的中 �� 8837（12番人気）
ワイド票数 計 710955 的中 �� 35023（5番人気）�� 11869（15番人気）�� 71208（2番人気）
3連複票数 計1313869 的中 ��� 39609（9番人気）
3連単票数 計1765498 的中 ��� 6062（70番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリーフロー �
�
父 バーディバーディ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．1．11 中山1着

2017．4．3生 牡3栗 母 サトノアーチ 母母 フラワーアーチ 5戦2勝 賞金 16，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月20日まで平地競走に出走

できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ココラ号
※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。



14057 6月20日 晴 稍重 （2東京3） 第5日 第9競走 ��2，400�
ま ち だ

町 田 特 別
発走14時35分 （芝・左）

3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳53�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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

33 ゼ ー ゲ ン 牡5青鹿57 M．デムーロ�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－ 22：26．4 21．2�

711 ペ レ 牝4黒鹿55 C．ルメール�NICKS 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－ 22：26．5� 6．0�
22 ソフトフルート 牝3黒鹿51 吉田 豊ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466± 0 〃 ハナ 6．4�
34 ス マ イ ル 牡4鹿 57 D．レーン 石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 526＋ 42：26．71� 4．1�

（豪）

11 ツクバソヴァール 牡4黒鹿57 内田 博幸細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 486＋ 22：26．8クビ 95．9�
46 ウインレーヴドール 牡5黒鹿57 津村 明秀�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 42：26．9� 10．9	
57 ドリームスピリット 牡5鹿 57 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 498－ 62：27．0� 10．6

45 ブラックマジック 牡3青鹿53 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 438－ 22：27．1� 4．2�
610 ル タ ン ブ ル 牝4黒鹿55 武士沢友治杉浦 和也氏 小手川 準 日高 竹島 幸治 464＋102：27．31� 29．2�
58 デュアライズ 牡4黒鹿57 田辺 裕信高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 クビ 7．3
69 ロゼフェニックス 牡5黒鹿57 北村 宏司髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 428－ 22：27．83 70．4�
814 ミルトプレスト 牡6鹿 57 丸田 恭介永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 514＋182：28．12 100．1�
712 コスモジャーベ 牡7黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 488－ 42：28．52� 103．2�
813 ウェディングベール 牝5芦 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 452－ 22：30．110 255．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，297，400円 複勝： 90，137，500円 枠連： 21，701，800円
馬連： 113，329，600円 馬単： 42，054，400円 ワイド： 82，259，600円
3連複： 158，135，300円 3連単： 176，100，400円 計： 739，016，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 550円 � 220円 � 250円 枠 連（3－7） 1，060円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 11，610円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，980円 �� 750円

3 連 複 ��� 11，020円 3 連 単 ��� 96，060円

票 数

単勝票数 計 552974 的中 � 20769（8番人気）
複勝票数 計 901375 的中 � 36246（8番人気）� 118928（3番人気）� 97256（5番人気）
枠連票数 計 217018 的中 （3－7） 15722（5番人気）
馬連票数 計1133296 的中 �� 15952（24番人気）
馬単票数 計 420544 的中 �� 2715（48番人気）
ワイド票数 計 822596 的中 �� 11658（23番人気）�� 10459（25番人気）�� 29254（8番人気）
3連複票数 計1581353 的中 ��� 10759（44番人気）
3連単票数 計1761004 的中 ��� 1329（320番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．9―12．7―12．3―12．2―12．6―12．0―11．9―11．3―11．8―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�
12．9―24．4―37．3―50．0―1：02．3―1：14．5―1：27．1―1：39．1―1：51．0―2：02．3―2：14．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼ ー ゲ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2018．4．22 東京1着

2015．5．9生 牡5青鹿 母 ソ ベ ラ ニ ア 母母 Sasuela 9戦3勝 賞金 31，608，000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。

14058 6月20日 晴 稍重 （2東京3） 第5日 第10競走 ��1，400�
さ が み こ

相 模 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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

36 ビッククインバイオ 牝3栗 52 戸崎 圭太バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：21．3 5．7�
510 ヴェスターヴァルト 牡3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：21．4� 3．1�
48 レッドライデン 牡3青鹿54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 484＋ 21：21．5� 10．5�
713 スズカアーチスト 牝5黒鹿55 江田 照男永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B458－ 61：21．6� 62．6�
714� コスモエスパーダ 牡4青 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 静内酒井牧場 B484＋ 41：21．7� 18．8	
12 トオヤリトセイト 牡4青鹿57 D．レーン 村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 470－ 81：22．01� 4．2


（豪）

11 � マジックバローズ 牡5鹿 57 北村 宏司猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 460＋ 41：22．32 23．8�
59 ウ メ タ ロ ウ 牡5黒鹿57 野中悠太郎�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B490－101：22．4クビ 116．7�
35 セイウンリリシイ 牝5鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 478＋ 21：22．5� 23．4
611 キャッチミーアップ 牝5鹿 55 田辺 裕信畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 448－16 〃 ハナ 33．9�
47 ヘイワノツカイ 牡4栗 57 福永 祐一星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 472＋121：22．71� 15．4�
24 スペキュラース 牝4黒鹿55 木幡 巧也 �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 464＋ 41：22．8クビ 24．0�
815 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 528－ 41：22．9� 256．3�
23 クリノキング 	6栗 57 武藤 雅栗本 守氏 星野 忍 新冠 柏木 一則 488＋ 81：23．0� 205．9�
816 プロトイチバンボシ 牡4栗 57 杉原 誠人飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 510＋ 21：23．1� 300．5�
612 フランジヴェント 牝3鹿 52 M．デムーロ吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 8．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，585，700円 複勝： 116，115，800円 枠連： 26，265，700円
馬連： 149，220，200円 馬単： 52，831，100円 ワイド： 110，649，500円
3連複： 217，418，400円 3連単： 237，222，000円 計： 982，308，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 140円 � 270円 枠 連（3－5） 810円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，060円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 14，710円

票 数

単勝票数 計 725857 的中 � 100285（3番人気）
複勝票数 計1161158 的中 � 158473（3番人気）� 255401（1番人気）� 90700（5番人気）
枠連票数 計 262657 的中 （3－5） 25102（2番人気）
馬連票数 計1492202 的中 �� 117566（2番人気）
馬単票数 計 528311 的中 �� 17082（5番人気）
ワイド票数 計1106495 的中 �� 72841（2番人気）�� 25077（11番人気）�� 45516（5番人気）
3連複票数 計2174184 的中 ��� 57087（5番人気）
3連単票数 計2372220 的中 ��� 11691（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―34．6―46．0―57．3―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．3
3 ・（5，6）（7，14）（1，4）10，11，8（9，13）16（3，15，12）2 4 ・（5，6）（1，4，7，14）－（9，10，11）（8，13）－（2，15，16）12，3

勝馬の
紹 介

ビッククインバイオ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．6．2 東京3着

2017．2．26生 牝3栗 母 アニメイトバイオ 母母 レーゲンボーゲン 9戦3勝 賞金 52，348，000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。



14059 6月20日 晴 重 （2東京3） 第5日 第11競走 ��1，600�
げ し

夏至ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

11 グレートタイム 牡5黒鹿57 D．レーン 金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478－ 61：35．7 1．9�

（豪）

12 グローリーグローリ 牡5黒鹿57 蛯名 正義深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 498－ 8 〃 クビ 25．8�
36 ボードウォーク 牝5鹿 55 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 476＋301：36．12� 31．7�
48 トラストロン 牝5黒鹿55 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 454＋ 21：36．2クビ 12．0�
24 エピックアン 牡5芦 57 嘉藤 貴行 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± 01：36．3� 42．1�
612 クレマンダルザス �7鹿 57 杉原 誠人吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：36．51	 67．3	
714 バンブトンハート 牝4青鹿55 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 492－ 41：36．6クビ 8．5

611 デピュティプライム �7栗 57 C．ルメール 丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 クビ 6．4�
510
 ターゲリート 牡7黒鹿57 福永 祐一�G1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 B494＋ 21：36．7クビ 22．6�
35 シ ベ リ ウ ス 牡7栗 57 木幡 育也浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B468－ 2 〃 ハナ 234．3
816 アフターバーナー �6鹿 57 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 B514± 0 〃 クビ 18．3�
815 フォックスクリーク 牡5黒鹿57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 ハナ 12．5�
23 ハルクンノテソーロ 牡6黒鹿57 柴田 大知了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 484＋ 81：36．91 43．4�
47 ウォータースペース 牝4青鹿55 内田 博幸山岡 正人氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 460－ 41：37．22 21．0�
59 サンタナブルー 牡8黒鹿57 藤田菜七子 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 472－ 61：37．3クビ 124．4�
713 ローレルジャック 牡7黒鹿57 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 500± 01：37．61� 69．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 114，412，000円 複勝： 152，318，500円 枠連： 59，943，600円
馬連： 286，154，400円 馬単： 118，293，800円 ワイド： 190，411，300円
3連複： 455，029，600円 3連単： 537，618，100円 計： 1，914，181，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 690円 � 840円 枠 連（1－1） 2，160円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，400円 �� 7，380円

3 連 複 ��� 14，710円 3 連 単 ��� 49，410円

票 数

単勝票数 計1144120 的中 � 467450（1番人気）
複勝票数 計1523185 的中 � 442004（1番人気）� 43308（11番人気）� 34865（12番人気）
枠連票数 計 599436 的中 （1－1） 21424（8番人気）
馬連票数 計2861544 的中 �� 118215（6番人気）
馬単票数 計1182938 的中 �� 33606（9番人気）
ワイド票数 計1904113 的中 �� 65836（6番人気）�� 35017（14番人気）�� 6352（71番人気）
3連複票数 計4550296 的中 ��� 23197（52番人気）
3連単票数 計5376181 的中 ��� 7888（160番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．0―12．1―12．1―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．4―47．4―59．5―1：11．6―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレートタイム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．14 京都2着

2015．2．15生 牡5黒鹿 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 14戦3勝 賞金 82，690，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。
（非当選馬）15頭 ヴァイトブリック号・エクリリストワール号・オーヴォドーロ号・クリノフラッシュ号・ゴールドラグーン号・

シネマソングス号・ニューモニュメント号・ハギノアトラス号・フィールザファラオ号・フクサンローズ号・
フラワーストリーム号・ブランクエンド号・マイネルツァイト号・マッスルビーチ号・ラレータ号

※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。

14060 6月20日 晴 重 （2東京3） 第5日 第12競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 メタルスパーク 牡3芦 54
52 △菅原 明良ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 486－ 81：24．5 3．1�

23 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± 01：24．71� 3．8�
（豪）

815� マ キ 牡4鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 手塚 貴久 米 WinStar
Farm, LLC B542＋101：24．8クビ 42．0�

24 インウィクトス 牡3鹿 54 戸崎 圭太加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 454－ 21：25．01 10．6�
11 � コスモストライカー 牡3鹿 52 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 豪 Mill Park Stud

Pty Ltd, L Bibbo 480＋ 21：25．21� 6．0	
35 イサチルダイチ 牡4鹿 57 石川裕紀人小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 496－ 21：25．51	 36．0

714
 ヤークトボマー 牡4栗 57 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム 468－ 21：25．6� 78．8�
59 ケイアイマリブ 牡5鹿 57 野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 478－ 41：25．7	 24．3�
36 � スマートグランダム 牝4栗 55 江田 照男大川 徹氏 加藤 征弘 加 Josham Farms

Limited 516－ 81：26．01	 101．1
510 ミツカネプリンス 牡3芦 54 三浦 皇成小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 438－ 2 〃 クビ 53．3�
816 グローサーベア �3芦 54 C．ルメール �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 458－101：26．1	 10．6�
47 グラスディアブロ 牡3鹿 54 福永 祐一半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B456－ 81：26．2� 10．2�
12 キングキャラット 牡4栗 57 柴田 大知田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 熊谷 武 524＋ 81：26．3クビ 105．6�
611 ウインメテオーラ �4栗 57

55 △木幡 育也�ウイン 清水 英克 新ひだか 原 弘之 450＋ 8 〃 ハナ 84．5�
713 ウインアクティーボ 牡3鹿 54 田辺 裕信�ウイン 高木 登 浦河 宮内牧場 492± 01：26．51� 25．2�
48 ダンホーキラー 牡4青鹿57 M．デムーロドラゴンヒルズホースクラブ 鹿戸 雄一 新冠 村田牧場 460＋121：27．88 43．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，388，800円 複勝： 146，946，400円 枠連： 43，042，100円
馬連： 197，449，500円 馬単： 74，685，800円 ワイド： 159，500，900円
3連複： 305，139，500円 3連単： 354，549，600円 計： 1，382，702，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 150円 � 640円 枠 連（2－6） 470円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 290円 �� 2，260円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 8，460円 3 連 単 ��� 27，820円

票 数

単勝票数 計1013888 的中 � 260913（1番人気）
複勝票数 計1469464 的中 � 333452（1番人気）� 280721（2番人気）� 38749（10番人気）
枠連票数 計 430421 的中 （2－6） 70666（1番人気）
馬連票数 計1974495 的中 �� 261548（1番人気）
馬単票数 計 746858 的中 �� 52678（1番人気）
ワイド票数 計1595009 的中 �� 168484（1番人気）�� 16483（23番人気）�� 13872（28番人気）
3連複票数 計3051395 的中 ��� 27048（23番人気）
3連単票数 計3545496 的中 ��� 9238（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．3―47．0―59．1―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メタルスパーク �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2019．10．20 東京3着

2017．4．28生 牡3芦 母 トーセンイレイシャ 母母 イ レ イ シ ャ 6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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ツインシップ号・ペイシャリルキス号・ワンダーセトラ号
※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5日 6月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 182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

202，110，000円
8，210，000円
20，520，000円
1，500，000円
22，360，000円
76，010，500円
5，772，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
691，447，600円
1，239，473，300円
269，035，400円
1，269，421，800円
568，390，600円
975，017，000円
1，910，657，300円
2，348，125，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，271，568，300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5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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