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14001 6月5日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （3東京3） 第1日 第1競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利

発走10時05分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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

814 セプタリアン �5鹿 60 平沢 健治吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 488－ 63：24．5 9．2�
33 メリディアンローグ 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 478－ 43：25．13� 19．9�
34 トランスポーター 牡5芦 60 上野 翔安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 500± 03：25．31 3．1�
11 アドラメレク 牡7黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 23：25．41 22．5�
22 ビレッジイーグル 牡4黒鹿60 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 506＋ 83：26．46 6．6�
58 リバーシブルレーン 牡5青鹿60 草野 太郎吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 438± 03：26．5� 23．3	
712 カズマークセン 牡5鹿 60 森 一馬合同会社雅苑興業 茶木 太樹 安平 追分ファーム 506－ 63：26．92 13．7

69 キ ー パ ン チ 牡4鹿 60 熊沢 重文北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 464－ 63：27．22 3．8�
46 メメニシコリ 牡8鹿 60 黒岩 悠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B466－143：27．73 40．9�
711 アームストロング 牡3黒鹿58 小野寺祐太塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 494± 03：28．33� 132．7
813	 コルドゥーン 牡5青鹿60 伴 啓太西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 460＋ 23：28．4クビ 180．3�
610 シ ン ラ イ 牡5芦 60 蓑島 靖典丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 478－ 23：28．93 162．1�
45 トモノコテツ 牡6鹿 60 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 480－ 23：29．43 7．0�
57 セ ー リ ン グ 牡4鹿 60 金子 光希栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント

ファーム 448± 03：34．2大差 62．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，487，800円 複勝： 33，554，700円 枠連： 9，965，400円
馬連： 47，048，500円 馬単： 23，033，700円 ワイド： 39，436，800円
3連複： 85，284，300円 3連単： 91，742，400円 計： 354，553，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 260円 � 430円 � 150円 枠 連（3－8） 1，240円

馬 連 �� 8，680円 馬 単 �� 15，530円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 680円 �� 990円

3 連 複 ��� 8，870円 3 連 単 ��� 67，380円

票 数

単勝票数 計 244878 的中 � 21281（5番人気）
複勝票数 計 335547 的中 � 30525（5番人気）� 15988（7番人気）� 74123（1番人気）
枠連票数 計 99654 的中 （3－8） 6220（5番人気）
馬連票数 計 470485 的中 �� 4196（27番人気）
馬単票数 計 230337 的中 �� 1112（50番人気）
ワイド票数 計 394368 的中 �� 3765（29番人気）�� 15518（6番人気）�� 10266（10番人気）
3連複票数 計 852843 的中 ��� 7210（30番人気）
3連単票数 計 917424 的中 ��� 987（210番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．5－3F 37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セプタリアン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．6．23 阪神2着

2016．2．6生 �5鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円

14002 6月5日 曇 重 （3東京3） 第1日 第2競走 1，600�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

46 アイソウザスター 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 494＋ 41：37．5 9．8�

22 ビーマイセルフ 牝3青鹿54 三浦 皇成�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 436＋ 21：37．81� 3．0�
815 スリンシンガポール 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 464＋ 6 〃 ハナ 14．0�
611 メイショウホオズキ 牝3鹿 54 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 470＋ 4 〃 ハナ 5．1�
23 ハリウッドルビー 牝3栗 54 津村 明秀 �グリーンファーム牧 光二 千歳 社台ファーム 460－ 41：37．9� 153．0	
59 スイートフィル 牝3芦 54 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 B458＋ 2 〃 クビ 7．1

11 マエストリーナ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 414－ 21：38．11� 74．6�
814 ノーティーガール 牝3栗 54 戸崎 圭太藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 白井牧場 B480＋141：38．2クビ 6．0�
58 ミーティアカフェ 牝3鹿 54 大野 拓弥西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 462＋ 61：38．3� 5．6
35 ス ニ ッ プ 牝3鹿 54 木幡 巧也大野 富生氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：38．72� 129．1�
47 ペイシャムスビ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新ひだか 田中 裕之 480－ 2 〃 ハナ 238．9�
712 エレガンスルブラ 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434＋141：38．8� 47．5�

713 ウルトラヨウコ 牝3黒鹿54 野中悠太郎河内 孝夫氏 小西 一男 日高 増尾牧場 454－ 61：39．11� 188．0�
34 ファストブレイク 牝3鹿 54 丸田 恭介五十川雅規氏 宗像 義忠 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 416－ 21：39．73� 363．7�
610 エ ア リ エ ル 牝3黒鹿54 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 430＋121：43．5大差 85．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，426，800円 複勝： 74，027，900円 枠連： 13，919，800円
馬連： 73，165，400円 馬単： 34，081，200円 ワイド： 71，312，800円
3連複： 115，649，900円 3連単： 133，104，500円 計： 556，688，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 240円 � 130円 � 370円 枠 連（2－4） 1，220円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，330円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 23，420円

票 数

単勝票数 計 414268 的中 � 33772（6番人気）
複勝票数 計 740279 的中 � 69774（6番人気）� 198056（1番人気）� 39562（7番人気）
枠連票数 計 139198 的中 （2－4） 8807（7番人気）
馬連票数 計 731654 的中 �� 49297（5番人気）
馬単票数 計 340812 的中 �� 9580（9番人気）
ワイド票数 計 713128 的中 �� 39433（4番人気）�� 13045（19番人気）�� 23564（10番人気）
3連複票数 計1156499 的中 ��� 20097（15番人気）
3連単票数 計1331045 的中 ��� 4119（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．4―47．8―1：00．2―1：12．6―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイソウザスター �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2021．1．16 中山9着

2018．3．3生 牝3鹿 母 スパイスフェアリー 母母 エスワイジュピター 4戦1勝 賞金 7，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エアリエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月5日まで平地競走に出

走できない。
※ミーティアカフェ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 東京競馬 第１日



14003 6月5日 曇 重 （3東京3） 第1日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

510 ハヤブサユートピア 牡3黒鹿56 大野 拓弥武田 修氏 稲垣 幸雄 浦河 笹島 智則 444± 01：24．7 3．5�
35 キュートラン 牝3鹿 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 日高 前野牧場 462＋ 81：24．91� 4．7�
24 グランドライズ 牡3黒鹿56 野中悠太郎田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 460－ 21：25．01 5．0�
48 ティプシーワールド 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 和美氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 438＋ 21：25．1� 12．9�
47 チャーチャンテン 牝3黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 新ひだか 大滝 康晴 394＋ 21：25．41� 75．2�
612 スターオンステージ 牝3栗 54 武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 420－ 6 〃 クビ 17．8	
815 リアルヴィジョン �3黒鹿56 黛 弘人﨏 文彦氏 武井 亮 浦河 山田 昇史 440± 01：25．71� 52．6

11 マブサンシティー 牡3栗 56

54 △秋山 稔樹マブレーシング 伊藤 大士 浦河 中村 雅明 458± 01：25．8クビ 142．2�
23 キ ャ ン ビ ー 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 市川フアーム 512＋ 6 〃 クビ 6．6
12 シンボリフラッシュ 牡3黒鹿56 杉原 誠人シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B458－ 6 〃 アタマ 113．3�
713 ネ オ リ ー ズ 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新冠 ムラカミファーム 450± 01：25．9� 143．2�
714 シゲルカチョウホサ 牝3鹿 54 柴田 善臣森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか グローリーファーム 464－ 61：26．11 181．2�
36 キングスハンド 牡3黒鹿56 江田 照男 IHR 田村 康仁 浦河 村中牧場 B458＋101：26．2� 11．2�
59 ブラウオリゾン 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵ディアレストクラブ� 勢司 和浩 浦河 ディアレスト
クラブ 542＋261：26．52 235．4�

816 ショウナンアドール 牝3鹿 54 横山 武史国本 哲秀氏 加藤士津八 新冠 ムラカミファーム B458＋ 81：26．7� 8．2�
611 ダイヤモンドカーク 牝3栗 54 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 浦河 鵜木 唯義 430± 01：27．12� 295．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，201，800円 複勝： 58，771，600円 枠連： 14，578，600円
馬連： 68，445，800円 馬単： 29，098，100円 ワイド： 63，904，400円
3連複： 106，923，000円 3連単： 111，965，700円 計： 492，889，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 150円 � 150円 枠 連（3－5） 540円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 290円 �� 300円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 4，610円

票 数

単勝票数 計 392018 的中 � 87499（1番人気）
複勝票数 計 587716 的中 � 122247（1番人気）� 95571（3番人気）� 100556（2番人気）
枠連票数 計 145786 的中 （3－5） 20679（3番人気）
馬連票数 計 684458 的中 �� 72047（1番人気）
馬単票数 計 290981 的中 �� 16397（1番人気）
ワイド票数 計 639044 的中 �� 56914（1番人気）�� 53614（2番人気）�� 47360（3番人気）
3連複票数 計1069230 的中 ��� 76754（1番人気）
3連単票数 計1119657 的中 ��� 17597（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．7―47．8―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハヤブサユートピア �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 Montjeu デビュー 2020．10．17 東京2着

2018．2．17生 牡3黒鹿 母 ニライカナイ 母母 Tamariyya 7戦1勝 賞金 11，250，000円
〔3走成績による出走制限〕 シンボリフラッシュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月5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） 2頭 ビップコルベット号・ミーティアカフェ号
（非抽選馬） 1頭 ドリームウィーバー号

14004 6月5日 晴 稍重 （3東京3） 第1日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時40分 （芝・左）

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

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

23 イ ザ ニ コ ス 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 41：34．1 7．9�

612 ボルゾーバー 牡3鹿 56 M．デムーロ尾上 寿夫氏 金成 貴史 浦河 荻伏三好フ
アーム 456－ 61：34．2クビ 2．4�

715 ディアマンテール 牡3青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486± 01：34．41� 3．3�
47 ラインプリンス 牡3鹿 56 三浦 皇成大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 478＋ 41：34．5クビ 5．7�
11 � ネイキッドロマンス 牝3青鹿54 横山 和生ゴドルフィン 尾関 知人 愛 Godolphin 452 ―1：34．6� 72．0	
35 ヒーローネバーダイ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行木部 厳生氏 大和田 成 日高 木部ファーム 486 ―1：34．71 21．1

24 スプリングムーン 牝3鹿 54 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 438＋161：34．8クビ 76．1�
714 マサノオリオン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 478－ 4 〃 クビ 28．2�
36 マイネルレイヨン 牡3鹿 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 21：34．9� 13．1
12 ラズベリーラバー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか サンコウ牧場 450＋12 〃 ハナ 274．4�
818 グランドレグルス 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 462＋ 41：35．32� 83．5�
510� コスモサミット 牡3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新 G J Chittick 458± 01：35．4� 463．0�
816 ベリリウンヌ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 大北牧場 416＋ 81：35．5アタマ 575．2�
59 ホワイトハウス �3芦 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B436＋ 41：35．71� 402．0�
48 ダイスギミッチー 牡3鹿 56 木幡 初也茂木 道和氏 武市 康男 浦河 大道牧場 430－ 8 〃 クビ 184．2�
611 ラ ピ ラ ー タ 牝3芦 54 野中悠太郎�谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 460－141：35．8� 562．7�
713 イ ガ リ マ �3芦 56 江田 照男ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 ディアレスト

クラブ 496＋ 81：36．54 128．8�
817� ライラックスマイル 牝3鹿 52

49 ▲永野 猛蔵 �ローレルレーシング 加藤 征弘 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

400－ 61：36．81� 53．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，898，300円 複勝： 61，399，300円 枠連： 15，026，900円
馬連： 65，926，400円 馬単： 33，946，700円 ワイド： 59，986，600円
3連複： 101，722，400円 3連単： 128，978，800円 計： 505，885，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 180円 � 110円 � 130円 枠 連（2－6） 930円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 350円 �� 430円 �� 180円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 7，550円

票 数

単勝票数 計 388983 的中 � 38939（4番人気）
複勝票数 計 613993 的中 � 60733（4番人気）� 199166（1番人気）� 120172（2番人気）
枠連票数 計 150269 的中 （2－6） 12489（4番人気）
馬連票数 計 659264 的中 �� 54402（3番人気）
馬単票数 計 339467 的中 �� 10229（10番人気）
ワイド票数 計 599866 的中 �� 39823（4番人気）�� 31073（5番人気）�� 99834（1番人気）
3連複票数 計1017224 的中 ��� 87956（2番人気）
3連単票数 計1289788 的中 ��� 12375（18番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．0―12．2―12．0―11．2―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．9―48．1―1：00．1―1：11．3―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 14（7，9）（3，15）（4，10，16，18）（2，6）（1，5，17，12）（8，11，13） 4 ・（14，7，9，15）3（4，10，18）（2，6，16，12）（1，5）17（8，11，13）

勝馬の
紹 介

イ ザ ニ コ ス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．11．29 東京4着

2018．4．7生 牝3栗 母 マイネアルナイル 母母 コスモキララ 6戦1勝 賞金 9，500，000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 セイウンブリスク号



14005 6月5日 晴 良 （3東京3） 第1日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

67 コマンドライン 牡2青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512 ―1：35．4 1．1�
33 � コンクパール 牝2栗 54 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 Triemore

Stud 488 ―1：35．93 14．4�
11 フェスティヴボス 牡2黒鹿54 丸山 元気臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 458 ―1：36．32 83．7�
810 ベアグッジョブ 牡2鹿 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 470 ―1：36．72� 23．2�
79 ロイズピーク 牡2黒鹿54 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 浦河 笠松牧場 470 ―1：37．02 90．1�
811� エレクトロワールド 牝2鹿 54 横山 武史山口 裕介氏 吉岡 辰弥 米 Farm Ⅲ

Enterprises 428 ―1：37．1� 10．9	
55 ミヤビクライ 牡2鹿 54 吉田 豊村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 460 ―1：37．84 41．9

66 トーセンタイタン 牡2黒鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 488 ―1：37．9� 82．7�
22 � メリーセンス 牡2鹿 54 戸崎 圭太冨士井直哉氏 森 秀行 米 Sun Valley

Farm 490 ― 〃 クビ 15．1
78 トーセンレガーロ 牡2栗 54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 488 ―1：38．96 145．3�
44 ウィズアウトリーチ 牡2鹿 54 M．デムーロ吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 462 ―1：40．7大差 17．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 85，347，200円 複勝： 187，607，300円 枠連： 11，433，000円
馬連： 68，109，200円 馬単： 61，436，100円 ワイド： 66，228，300円
3連複： 94，501，600円 3連単： 231，856，300円 計： 806，519，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 200円 � 800円 枠 連（3－6） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，160円 �� 5，410円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 11，780円

票 数

単勝票数 計 853472 的中 � 569437（1番人気）
複勝票数 計1876073 的中 � 1504144（1番人気）� 62558（4番人気）� 10919（8番人気）
枠連票数 計 114330 的中 （3－6） 17149（2番人気）
馬連票数 計 681092 的中 �� 97907（2番人気）
馬単票数 計 614361 的中 �� 81405（2番人気）
ワイド票数 計 662283 的中 �� 66258（2番人気）�� 13818（12番人気）�� 2806（32番人気）
3連複票数 計 945016 的中 ��� 11618（18番人気）
3連単票数 計2318563 的中 ��� 14258（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．5―48．7―1：00．8―1：12．3―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．6
3 3，11（1，7，10）9，5，2－8，4－6 4 3，11，10（1，7）9（5，2）－4，8，6

勝馬の
紹 介

コマンドライン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tiz Wonderful 初出走

2019．2．20生 牡2青鹿 母 コンドコマンド 母母 Yearly Report 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィズアウトリーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月5日まで平地競

走に出走できない。

14006 6月5日 晴 重 （3東京3） 第1日 第6競走 2，100�3歳未勝利
発走13時00分 （ダート・左）

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

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

57 テイエムダイアタリ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 504＋ 22：11．7 14．1�
610 ナリノヴィエンヌ 牡3鹿 56 内田 博幸成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 524＋ 22：12．23 7．1�
711 レッドスパロー 牡3鹿 56 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 浦河 杵臼牧場 504＋ 22：12．3� 3．9�
69 アレデラヴァン �3鹿 56

55 ☆菅原 明良塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 504－ 82：12．4クビ 32．5�
58 マイネルタイムリー 牡3青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B478＋ 42：12．5� 4．8�
813 アスマスティーブ �3鹿 56 木幡 初也湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 446± 02：13．35 135．8	
814 マ イ バ ウ ム 牡3黒鹿56 田中 勝春栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 452＋ 82：13．51� 102．2

712 イ ポ ラ ニ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵国田 正忠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 490＋222：13．6� 47．7�
11 セブンデイズ 牡3青鹿56 横山 武史前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 B478－ 8 〃 クビ 2．9�
34 スウィートチェリー 牝3栗 54 木幡 巧也草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 486－ 42：14．23� 23．4
45 シエルドゥレーヴ 牝3鹿 54 武藤 雅 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 452－102：15．05 12．2�
22 パープルレイン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士山本 長恭氏 奥村 武 安平 追分ファーム 512＋ 22：15．74 282．8�
46 カナデルマン 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介佐山 元章氏 水野 貴広 新ひだか 三木田牧場 454＋ 22：16．12� 257．7�
33 オーケーナイト 牡3栗 56 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B528－ 22：16．73� 24．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，172，700円 複勝： 61，574，800円 枠連： 15，572，800円
馬連： 71，930，500円 馬単： 31，394，800円 ワイド： 67，157，600円
3連複： 114，868，500円 3連単： 129，885，200円 計： 534，556，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 350円 � 200円 � 220円 枠 連（5－6） 1，230円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 11，500円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 1，000円 �� 560円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 68，780円

票 数

単勝票数 計 421727 的中 � 23882（6番人気）
複勝票数 計 615748 的中 � 40731（6番人気）� 85993（3番人気）� 75481（4番人気）
枠連票数 計 155728 的中 （5－6） 9776（5番人気）
馬連票数 計 719305 的中 �� 10356（18番人気）
馬単票数 計 313948 的中 �� 2047（40番人気）
ワイド票数 計 671576 的中 �� 9778（21番人気）�� 16967（14番人気）�� 32655（6番人気）
3連複票数 計1148685 的中 ��� 10584（29番人気）
3連単票数 計1298852 的中 ��� 1369（220番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．6―30．6―43．0―56．2―1：09．6―1：22．3―1：34．6―1：47．0―1：59．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムダイアタリ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．8．15 新潟13着

2018．3．10生 牡3黒鹿 母 ケイエスシンアカリ 母母 ケイエスアカリ 12戦1勝 賞金 8，120，000円
〔発走状況〕 オーケーナイト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔3走成績による出走制限〕 カナデルマン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月5日まで平地競走に出走できな

い。



14007 6月5日 曇 重 （3東京3） 第1日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

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

48 メタスペクター 牡3芦 54 野中悠太郎松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋ 61：24．0 31．7�
816 ノットイェット 牝3鹿 52 武藤 雅�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B476＋ 21：24．31� 13．3�
815 エバーサニーハート 牡3黒鹿54 石橋 脩堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 484＋ 21：24．51 9．3�
36 グアドループ 牡3栗 54 三浦 皇成平井 裕氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 530－ 8 〃 クビ 4．8�
510 ユイノチャッキー 牡3栗 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 494＋ 2 〃 クビ 7．1�
24 � リンカーンテソーロ 牡3栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings 454－ 61：24．81� 7．3	

713 ブーケオブアイリス 牡3黒鹿54 C．ルメール 小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 クビ 3．0

11 フォックススリープ 牡3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B460± 01：25．22� 13．1�
35 セレンディピア 牡4鹿 57

56 ☆木幡 育也 �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 462－ 4 〃 同着 96．5�

612 チアフルローズ 牝5青鹿 55
53 △秋山 稔樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 474± 01：25．41	 55．3
714 キョシンタンカイ 牡4黒鹿 57

56 ☆菅原 明良國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 514＋ 61：25．61 108．1�
23 スズカキングボス 
4鹿 57 江田 照男永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 454－ 21：26．34 108．4�
611 アイアムイチオシ 牡4鹿 57

55 △山田 敬士堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 522－ 81：26．4� 24．1�
59 セイウンデルレイ 牡6鹿 57 岩部 純二西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 508－10 〃 クビ 93．9�
12 � ターコイズリング 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子堀口 晴男氏 本間 忍 日高 中川 浩典 474± 01：27．67 217．0�
47 エアダンルース 牡4栗 57 大野 拓弥 �ラッキーフィールド大竹 正博 千歳 社台ファーム 526± 01：28．98 21．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，534，300円 複勝： 78，861，000円 枠連： 17，748，100円
馬連： 94，884，800円 馬単： 35，291，300円 ワイド： 91，797，300円
3連複： 148，959，800円 3連単： 143，103，400円 計： 660，180，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 950円 � 410円 � 240円 枠 連（4－8） 3，070円

馬 連 �� 20，110円 馬 単 �� 47，090円

ワ イ ド �� 5，420円 �� 4，600円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 62，860円 3 連 単 ��� 489，380円

票 数

単勝票数 計 495343 的中 � 12489（10番人気）
複勝票数 計 788610 的中 � 18864（11番人気）� 49786（6番人気）� 102206（3番人気）
枠連票数 計 177481 的中 （4－8） 4466（16番人気）
馬連票数 計 948848 的中 �� 3656（49番人気）
馬単票数 計 352913 的中 �� 562（106番人気）
ワイド票数 計 917973 的中 �� 4319（49番人気）�� 5108（44番人気）�� 13810（21番人気）
3連複票数 計1489598 的中 ��� 1777（162番人気）
3連単票数 計1431034 的中 ��� 212（1076番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．3―11．9―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．1―47．4―59．3―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メタスペクター �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．11．15 東京1着

2018．3．21生 牡3芦 母 フロリアード 母母 キャスケードブーケ 4戦2勝 賞金 15，330，000円
〔発走状況〕 チアフルローズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エアダンルース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月5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 サッビアマーゴ号

14008 6月5日 曇 良 （3東京3） 第1日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

55 ブライトギフト 牡3黒鹿54 C．ルメール 保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：46．4 3．5�
66 ディオスバリエンテ 牡3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：46．61 1．4�
11 ノーダブルディップ 牡3鹿 54 北村 宏司丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 534－ 41：46．7� 6．1�
88 ニシノオイカゼ 牡3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 472－ 41：46．8� 22．1�
44 ワタシヲマッテル 牝6栗 55

53 △秋山 稔樹小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 472＋ 41：47．43� 79．0�
77 グットクルサマー �6栗 57

54 ▲原 優介ニューマレコード	 小桧山 悟 千歳 社台ファーム 472－ 61：48．14 71．9

22 	 アロングショット 牡6鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B450－ 21：48．2� 193．7�
89 アンチエイジング 牝3鹿 52

50 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 448± 01：48．41
 117．7�
33 	 トウキョウボーイ 牡3栗 54

52 ◇藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 日高 門別 敏朗 470－ 21：48．72 84．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 49，928，900円 複勝： 129，833，100円 枠連： 10，785，400円
馬連： 61，934，200円 馬単： 49，077，900円 ワイド： 42，595，200円
3連複： 84，761，100円 3連単： 253，215，500円 計： 682，131，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 100円 � 100円 � 110円 枠 連（5－6） 190円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 110円 �� 200円 �� 150円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 1，250円

票 数

単勝票数 計 499289 的中 � 112386（2番人気）
複勝票数 計1298331 的中 � 110046（2番人気）� 1060278（1番人気）� 55101（3番人気）
枠連票数 計 107854 的中 （5－6） 42278（1番人気）
馬連票数 計 619342 的中 �� 253264（1番人気）
馬単票数 計 490779 的中 �� 79396（2番人気）
ワイド票数 計 425952 的中 �� 136123（1番人気）�� 37014（3番人気）�� 64896（2番人気）
3連複票数 計 847611 的中 ��� 287852（1番人気）
3連単票数 計2532155 的中 ��� 146339（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．2―48．5―1：00．5―1：12．1―1：23．3―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブライトギフト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．11．7 東京1着

2018．2．1生 牡3黒鹿 母 ファシネートダイア 母母 ト コ ア 2戦2勝 賞金 14，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 グットクルサマー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※グットクルサマー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



14009 6月5日 曇 良 （3東京3） 第1日 第9競走 2，400�
い な ぎ

稲 城 特 別
発走14時35分 （芝・左）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳53�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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

77 ネオストーリー 牡4青鹿57 内田 博幸藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 460＋ 42：26．4 3．8�
89 セ ル ヴ ァ ン 牡3鹿 53 横山 和生 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 82：26．5� 6．8�
78 � ウインリベルタ 牡5栗 57 原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 2 〃 クビ 5．8�
66 デルマラッキーガイ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 484－ 22：26．71� 3．4�
44 � キャプテンドレイク 牡4鹿 57 三浦 皇成谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480－192：26．8� 8．8	
22 ナ ミ ブ �5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 62：27．01� 37．7

11 � ゾ ロ 牡5栗 57 吉田 豊北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 22：27．31� 15．7�
810 ケイティミラクル 牡4黒鹿57 江田 照男瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 490＋ 22：27．4� 40．3
55 コスモミローディア 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 B468＋ 22：27．61� 7．0�
33 シゲルシイタケ 牡6鹿 57 黛 弘人森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 458－ 42：28．34 71．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，093，400円 複勝： 51，813，500円 枠連： 13，553，900円
馬連： 86，790，100円 馬単： 36，337，400円 ワイド： 60，493，100円
3連複： 122，056，700円 3連単： 174，380，400円 計： 587，518，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 210円 � 170円 枠 連（7－8） 930円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 490円 �� 430円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 15，960円

票 数

単勝票数 計 420934 的中 � 88362（2番人気）
複勝票数 計 518135 的中 � 101494（2番人気）� 55371（5番人気）� 76423（3番人気）
枠連票数 計 135539 的中 （7－8） 11292（3番人気）
馬連票数 計 867901 的中 �� 46741（6番人気）
馬単票数 計 363374 的中 �� 9659（10番人気）
ワイド票数 計 604931 的中 �� 32412（6番人気）�� 37492（4番人気）�� 17148（14番人気）
3連複票数 計1220567 的中 ��� 31832（9番人気）
3連単票数 計1743804 的中 ��� 7917（54番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．0―13．3―12．9―12．0―12．1―11．9―11．6―11．5―11．3―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�
12．8―24．5―37．5―50．8―1：03．7―1：15．7―1：27．8―1：39．7―1：51．3―2：02．8―2：14．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネオストーリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．6．23 東京12着

2017．3．5生 牡4青鹿 母 シープシャンクス 母母 ラスリングカプス 18戦2勝 賞金 25，334，000円

14010 6月5日 曇 良 （3東京3） 第1日 第10競走 ��1，400�
ゆ い が は ま

由 比 ヶ 浜 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス，2．6．6以降3．5．30まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

814 アビッグチア 牝3黒鹿51 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 500＋ 21：20．1 6．6�
813 カイトゲニー 牝3黒鹿51 菅原 明良本田 恒雄氏 和田 雄二 新冠 森 牧場 474－ 41：20．63 8．5�
46 クリノプレミアム 牝4栗 52 木幡 巧也栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 472＋ 21：20．81� 13．4�
712 ブレイニーラン 牡6鹿 54 内田 博幸 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 480－ 21：21．01� 56．5�
34 カフェサンドリヨン 牝4芦 53 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 506－ 4 〃 ハナ 7．3�
69 マテンロウディーバ 牝4黒鹿52 横山 典弘寺田千代乃氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 402＋ 8 〃 アタマ 12．4	
711 スマートクラージュ 牡4鹿 55 C．ルメール 大川 徹氏 池江 泰寿 日高 いとう牧場 482＋ 61：21．1� 2．2

45 ディヴィナシオン 牡4黒鹿55 戸崎 圭太一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 446－ 41：21．31� 18．5�
610 クープドクール 牝3栗 51 斎藤 新 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 460± 01：21．4クビ 11．2
22 シュバルツボンバー �6鹿 55 三浦 皇成岡田 壮史氏 本間 忍 安平 ノーザンファーム 516－101：21．61� 32．9�
58 ソ ス ピ タ 牝4芦 52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 442± 01：21．7� 34．3�
11 ブルーバード 牝3鹿 51 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 水丸牧場 434＋ 41：21．8� 63．5�
57 � リ ョ ウ ガ �4芦 54 石川裕紀人ゴドルフィン 田中 博康 愛 Godolphin 452± 01：22．12 116．2�
33 ドラゴンズバック 牡4鹿 52 吉田 豊田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 470－ 41：22．84 303．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 76，967，000円 複勝： 106，021，400円 枠連： 36，149，500円
馬連： 168，511，900円 馬単： 59，685，000円 ワイド： 127，486，400円
3連複： 264，456，000円 3連単： 280，723，500円 計： 1，120，000，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 320円 � 420円 枠 連（8－8） 2，390円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，390円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 9，050円 3 連 単 ��� 46，110円

票 数

単勝票数 計 769670 的中 � 92129（2番人気）
複勝票数 計1060214 的中 � 125244（3番人気）� 86181（5番人気）� 61663（7番人気）
枠連票数 計 361495 的中 （8－8） 11688（9番人気）
馬連票数 計1685119 的中 �� 59421（8番人気）
馬単票数 計 596850 的中 �� 10043（16番人気）
ワイド票数 計1274864 的中 �� 43191（8番人気）�� 23245（19番人気）�� 21474（20番人気）
3連複票数 計2644560 的中 ��� 21906（31番人気）
3連単票数 計2807235 的中 ��� 4413（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．3―46．5―57．5―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．6
3 14（8，10，13）（4，5，6）（11，12）3（1，7，9）－2 4 14（10，13）8（6，11，12）4（5，3）（1，7）9，2

勝馬の
紹 介

アビッグチア �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Siphon デビュー 2020．11．29 東京1着

2018．3．13生 牝3黒鹿 母 シベリアンクラシカ 母母 Cheer Cheer 6戦3勝 賞金 33，629，000円



14011 6月5日 曇 重 （3東京3） 第1日 第11競走 ��
��1，600�アハルテケステークス

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額600万円毎1�増，�：3歳52�4
歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬
1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

510 オメガレインボー 牡5栗 57 横山 和生原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：35．0 6．0�
59 
 テーオーターゲット 牡5黒鹿56 大野 拓弥小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 506－ 2 〃 クビ 6．1�
48 デアフルーグ 牡5鹿 56 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 508± 01：35．1� 20．8�
714 メイショウウズマサ 牡5黒鹿57 斎藤 新松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 500＋ 2 〃 クビ 36．3�
23 アヴァンティスト 牡5栗 57 石橋 脩 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 谷岡牧場 B468－ 41：35．2� 25．9�
24 サンダーブリッツ 牡4黒鹿57 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 502± 01：35．3クビ 3．9	
612 デュードヴァン 牡4鹿 57 C．ルメール �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 474 1：35．4� 5．0

815 ブランクエンド 牡5鹿 57 木幡 巧也諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490＋ 61：35．5� 132．8�
47 グローリーグローリ 牡6黒鹿57 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 506± 01：35．6� 11．5�
611 ケイアイパープル 牡5鹿 57 柴田 大知 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 504－ 61：35．81 33．8
713� メイクハッピー 牝5鹿 56 M．デムーロ吉田 和子氏 新開 幸一 米 Reddam

Racing, LLC 498＋ 7 〃 ハナ 17．3�
12 ノーヴァレンダ 牡5黒鹿57 菅原 明良 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 534± 01：36．0� 77．3�
816 バーンスター 牡5鹿 57 丸山 元気�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 500－ 41：36．1� 60．6�
36 ゴ ラ イ ア ス 牡6青鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 510＋ 41：37．59 152．0�
35 フ ォ ー テ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B502－ 61：38．67 33．9�
11 サンライズソア 牡7青鹿58 田辺 裕信松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 506－ 41：38．7� 9．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 112，833，400円 複勝： 161，361，000円 枠連： 63，374，900円
馬連： 317，004，900円 馬単： 109，325，100円 ワイド： 219，791，900円
3連複： 515，137，500円 3連単： 548，992，400円 計： 2，047，821，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 210円 � 460円 枠 連（5－5） 2，090円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，850円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 10，580円 3 連 単 ��� 47，550円

票 数

単勝票数 計1128334 的中 � 149691（3番人気）
複勝票数 計1613610 的中 � 190050（4番人気）� 226132（3番人気）� 78277（8番人気）
枠連票数 計 633749 的中 （5－5） 23489（11番人気）
馬連票数 計3170049 的中 �� 122077（6番人気）
馬単票数 計1093251 的中 �� 23365（10番人気）
ワイド票数 計2197919 的中 �� 83936（6番人気）�� 29884（20番人気）�� 32544（18番人気）
3連複票数 計5151375 的中 ��� 36495（35番人気）
3連単票数 計5489924 的中 ��� 8370（137番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―11．9―11．9―11．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．7―46．6―58．5―1：10．3―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガレインボー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．22 阪神2着

2016．4．10生 牡5栗 母 ワイキューブ 母母 エレガントフライ 20戦5勝 賞金 89，883，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アードラー号・ネオブレイブ号
（非抽選馬） 7頭 クラヴァシュドール号・コンカラー号・ダイシンインディー号・タガノアム号・デザートスネーク号・

プリンスリターン号・レッドヴェイロン号

14012 6月5日 曇 重 （3東京3） 第1日 第12競走 1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時30分 （ダート・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

815 ストームガスト 牡5黒鹿57 石橋 脩�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 458＋ 41：23．1 4．5�
713 ベルクワイア 牝5鹿 55 石川裕紀人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 510－ 41：23．31� 12．6�
714 ディスモーメント 牡5黒鹿57 戸崎 圭太大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 528－ 21：23．4� 6．2�
59 アイスシェルフ 牡4黒鹿57 丸山 元気吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 536－ 21：23．6� 13．3�
36 アキノスマート 牡4鹿 57 M．デムーロ穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 500± 01：23．7� 3．0	
23 � ミフトゥーロ 牝6鹿 55 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 476＋ 8 〃 ハナ 15．7

510 ホウオウジャッジ 牡6鹿 57

56 ☆菅原 明良小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 61：23．8クビ 66．5�
35 ユ ナ カ イ ト 牝5栗 55 野中悠太郎 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 490－ 61：24．33 22．9�
611 プ レ ゼ ン ス �7黒鹿57 武藤 雅 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506＋ 2 〃 クビ 112．3
47 ファイナルマズル 牡5鹿 57

54 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 478－ 2 〃 ハナ 16．3�

24 イベリスリーフ 牝5栗 55 横山 武史 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 464＋101：24．4� 6．8�
48 ウ メ タ ロ ウ 牡6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 498－ 61：24．82� 58．4�
816� ノーザンヴィグラス 牡4鹿 57

55 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新冠 ハクツ牧場 522－ 21：24．9クビ 207．8�
11 サ ノ ハ ニ ー 牝4黒鹿55 内田 博幸佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 474＋ 41：25．32� 62．6�
12 ダイシンウィット 牡4栗 57 三浦 皇成大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B506－161：26．47 72．3�
612 プロトイチバンボシ 牡5栗 57 宮崎 北斗飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 520＋101：27．14 307．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，264，000円 複勝： 140，138，500円 枠連： 45，882，700円
馬連： 203，748，900円 馬単： 75，366，500円 ワイド： 178，398，900円
3連複： 334，001，500円 3連単： 370，821，800円 計： 1，449，622，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 310円 � 200円 枠 連（7－8） 1，050円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 6，720円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 490円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 30，800円

票 数

単勝票数 計1012640 的中 � 178308（2番人気）
複勝票数 計1401385 的中 � 194356（3番人気）� 101057（5番人気）� 199297（2番人気）
枠連票数 計 458827 的中 （7－8） 33561（5番人気）
馬連票数 計2037489 的中 �� 43190（14番人気）
馬単票数 計 753665 的中 �� 8408（25番人気）
ワイド票数 計1783989 的中 �� 36281（16番人気）�� 99378（4番人気）�� 39205（14番人気）
3連複票数 計3340015 的中 ��� 45525（16番人気）
3連単票数 計3708218 的中 ��� 8726（86番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―46．4―58．1―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストームガスト �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 スタチューオブリバティ デビュー 2019．5．26 京都6着

2016．3．8生 牡5黒鹿 母 ラ シ ー ク 母母 ディペンドオンユー 19戦3勝 賞金 36，653，000円
〔制裁〕 イベリスリーフ号の騎手横山武史は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・16

番）
※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 インウィクトス号・クロッチ号



（3東京3）第1日 6月5日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 169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

207，490，000円
4，320，000円
18，730，000円
1，300，000円
24，050，000円
71，884，500円
5，473，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
704，155，600円
1，144，964，100円
267，991，000円
1，327，500，600円
578，073，800円
1，088，589，300円
2，088，322，300円
2，598，769，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，798，366，600円

総入場人員 4，498名 （有料入場人員 4，307名）
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