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14013 6月6日 小雨 重 （3東京3） 第2日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 ボ レ ロ 牝3鹿 54
51 ▲永野 猛蔵�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 462＋101：25．4 2．4�

815 サンランシング 牝3青鹿54 北村 宏司 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社
ケイズ 468＋ 81：25．5� 29．2�

12 ネオトリニティー 牝3鹿 54 内田 博幸フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 424＋ 61：25．71� 23．1�
35 ブッシュドノエル 牝3栗 54

52 △秋山 稔樹青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 414＋ 81：25．8� 11．0�
510 アポロスマイル 牝3黒鹿54 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 B476－ 61：26．01� 7．5	
36 エガオガキュート 牝3黒鹿54 江田 照男�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 458± 01：26．1クビ 32．9

816 ド ナ ア ネ ラ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大山田 貢一氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 462＋ 6 〃 クビ 15．5�
47 アルマロベイラ 牝3芦 54 横山 和生コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 460＋101：26．2クビ 14．9�

59 ララパピヨンドメル 牝3鹿 54 田辺 裕信フジイ興産� 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 446－ 61：26．51� 3．0
（法942）

714 エブリーエックス 牝3栗 54 大野 拓弥深見 富朗氏 伊藤 伸一 日高 いとう牧場 494± 01：26．71� 137．3�
11 クリノヴァニラ 牝3栗 54 黛 弘人栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 横井 哲 478－ 41：27．33� 57．3�
612 フ ク ネ ン 牝3栗 54 菊沢 一樹布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 446＋ 4 〃 クビ 405．0�
23 ホワイトアイ 牝3鹿 54 西村 淳也窪田 康志氏 久保田貴士 様似 猿倉牧場 464＋ 61：27．51 211．1�
611 ヤマトライトシップ 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 大林ファーム 466＋121：27．6クビ 147．5�
48 ア ラ メ ア 牝3鹿 54 津村 明秀落合 幸弘氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 458＋141：28．45 123．4�
24 イエローレンギョウ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 406－141：30．010 456．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，351，600円 複勝： 71，429，600円 枠連： 19，891，900円
馬連： 85，844，000円 馬単： 39，634，100円 ワイド： 84，067，200円
3連複： 149，005，500円 3連単： 166，395，900円 計： 660，619，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 540円 � 440円 枠 連（7－8） 1，130円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 960円 �� 900円 �� 5，780円

3 連 複 ��� 13，190円 3 連 単 ��� 39，610円

票 数

単勝票数 計 443516 的中 � 146423（1番人気）
複勝票数 計 714296 的中 � 219020（1番人気）� 25219（8番人気）� 32271（6番人気）
枠連票数 計 198919 的中 （7－8） 13546（4番人気）
馬連票数 計 858440 的中 �� 25256（10番人気）
馬単票数 計 396341 的中 �� 7930（13番人気）
ワイド票数 計 840672 的中 �� 22885（11番人気）�� 24614（10番人気）�� 3572（41番人気）
3連複票数 計1490055 的中 ��� 8472（41番人気）
3連単票数 計1663959 的中 ��� 3045（116番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．1―12．5―11．9―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．3―47．8―59．7―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボ レ ロ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．11．28 東京6着

2018．4．6生 牝3鹿 母 スパークルキャット 母母 オーピーキャット 7戦1勝 賞金 11，700，000円
〔制裁〕 ドナアネラ号の騎手小林凌大は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イエローレンギョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月6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〕 エブリーエックス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月6日まで平地競走に出走でき

ない。

14014 6月6日 小雨 重 （3東京3） 第2日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

510 エコロファルコン 牡3鹿 56 江田 照男原村 正紀氏 矢野 英一 新ひだか 山田牧場 486＋ 41：37．2 1．4�
35 ディープアゲイン 牡3鹿 56 津村 明秀田村 彰夫氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 510＋ 41：37．94 117．0�
59 ゲットアップ �3黒鹿56 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B468－ 41：38．0クビ 38．2�
36 セバスチャン �3鹿 56

55 ☆菅原 明良平田 修氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 464＋ 21：38．31� 31．1�
48 シャークウォーニン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン
テンファーム 472＋ 41：38．4� 38．4�

11 � ショベルヘッド �3鹿 56 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Siena
Farms LLC B466＋ 81：38．5クビ 5．4	

23 � メ リ オ ダ ス 牡3鹿 56 横山 武史山口功一郎氏 栗田 徹 米
Fred W. Hertrich
111＆ John D.
Fielding

488－ 2 〃 ハナ 6．9

12 セイウンオードリー 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 502－ 21：39．14 9．6�
714 デンジャーマン 牡3鹿 56 大庭 和弥石瀬 浩三氏 青木 孝文 日高 白瀬 盛雄 436＋ 41：39．41� 111．6�
816 クロマツミッチー 牡3芦 56

54 △秋山 稔樹茂木 道和氏 蛯名 利弘 新ひだか 木田牧場 472－ 61：40．03� 394．0
815 ラ ロ コ ル ポ 牡3鹿 56 丹内 祐次髙樽さゆり氏 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 458＋181：40．1� 695．0�
713 ジェイエルスマイル 牡3鹿 56 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 福満牧場 512 ―1：40．74 243．8�
24 ピースワンヴィヨレ 牡3鹿 56 嶋田 純次長谷川成利氏 大竹 正博 日高 中前牧場 492 ―1：40．8クビ 137．2�
612 ゴーフォーゴールド 牡3鹿 56 武藤 雅村井 良孝氏 水野 貴広 日高 新井 昭二 498＋ 61：40．9� 337．6�
611 フミエイター 牡3芦 56

53 ▲永野 猛蔵林 文彦氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 414＋101：41．21� 504．7�
47 クレストモナーク 牡3黒鹿56 西村 淳也遠藤 良一氏 大竹 正博 日高 加藤牧場 492－101：42．26 97．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，480，400円 複勝： 151，165，300円 枠連： 15，589，500円
馬連： 71，027，600円 馬単： 43，331，800円 ワイド： 65，473，400円
3連複： 118，507，100円 3連単： 188，310，700円 計： 697，885，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 1，270円 � 650円 枠 連（3－5） 1，370円

馬 連 �� 5，990円 馬 単 �� 7，860円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 810円 �� 17，510円

3 連 複 ��� 38，140円 3 連 単 ��� 96，480円

票 数

単勝票数 計 444804 的中 � 243939（1番人気）
複勝票数 計1511653 的中 � 1113037（1番人気）� 8345（10番人気）� 17290（7番人気）
枠連票数 計 155895 的中 （3－5） 8773（4番人気）
馬連票数 計 710276 的中 �� 9180（11番人気）
馬単票数 計 433318 的中 �� 4133（18番人気）
ワイド票数 計 654734 的中 �� 7003（19番人気）�� 21809（9番人気）�� 926（54番人気）
3連複票数 計1185071 的中 ��� 2330（62番人気）
3連単票数 計1883107 的中 ��� 1415（180番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．2―12．6―12．7―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．9―47．1―59．7―1：12．4―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エコロファルコン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．10．10 東京6着

2018．4．16生 牡3鹿 母 サクラヴィッキー 母母 サクラヴィクトリア 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ラロコルポ号の調教師清水英克は，登録服色の管理について注意義務を怠り，第9競走に出走したプロース号が登録服

色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
エコロファルコン号の騎手江田照男は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・6番・3
番）

第３回 東京競馬 第２日



14015 6月6日 小雨 重 （3東京3） 第2日 第3競走 1，300�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

23 メレカリキマカ 牡3鹿 56
53 ▲小林 凌大丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B482－ 61：18．2 13．4�

713 サイレントギフト 牡3青 56 石川裕紀人キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 丸村村下
ファーム 472－ 41：18．3� 22．4�

611 ホッコーマイサン 牡3鹿 56
54 △山田 敬士北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 490－ 21：18．51� 230．5�

816 ウインラザンツ 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 畠山 吉宏 新冠 イワミ牧場 B500± 01：18．6クビ 2．2�
59 テイエムマルタン 牡3鹿 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 480－ 41：18．7� 47．9�
815 アイディアリスト 牡3鹿 56 丸山 元気�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム B490－ 41：18．8� 36．2	
24 ソーラーストーム 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 林 博道 474－ 21：19．11� 12．9

36 アイアムヤルワヨ 牝3栗 54 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 494－ 41：19．52� 37．5�
11 マイブリュージュ 牝3鹿 54 戸崎 圭太小関 昭次氏 池上 昌和 新ひだか 上村 清志 470－ 6 〃 アタマ 3．8�
510 グランディス 牡3鹿 56 三浦 皇成石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 458－ 21：19．71 5．2
48 ヴィグラスレディー 牝3青鹿54 田中 勝春小林 博雄氏 古賀 史生 新ひだか タイヘイ牧場 454± 01：20．23 92．9�
35 ラスティネイル 牝3芦 54

51 ▲原 優介田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 444＋ 4 〃 ハナ 17．4�
12 サクラスヴニール 牝3栗 54

52 △秋山 稔樹�さくらコマース田中 博康 新ひだか 谷岡スタット 468－ 21：20．41 108．1�
47 エクスカテドラ 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 512－ 61：20．5� 231．6�
612 ト ゥ ル カ ナ 牡3栗 56 柴田 大知畑佐 博氏 伊藤 大士 日高 荒井ファーム 494＋ 21：21．24 341．5�
714 ブ レ ー ド 牝3鹿 54 菊沢 一樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 492－ 21：21．73 532．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，696，600円 複勝： 70，504，600円 枠連： 16，098，400円
馬連： 86，848，700円 馬単： 37，209，800円 ワイド： 85，624，400円
3連複： 139，364，500円 3連単： 154，616，000円 計： 641，963，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 450円 � 420円 � 3，290円 枠 連（2－7） 5，780円

馬 連 �� 15，660円 馬 単 �� 29，220円

ワ イ ド �� 3，790円 �� 35，040円 �� 22，890円

3 連 複 ��� 600，700円 3 連 単 ��� 2，949，910円

票 数

単勝票数 計 516966 的中 � 30784（5番人気）
複勝票数 計 705046 的中 � 43111（7番人気）� 47369（6番人気）� 5057（13番人気）
枠連票数 計 160984 的中 （2－7） 2158（15番人気）
馬連票数 計 868487 的中 �� 4298（32番人気）
馬単票数 計 372098 的中 �� 955（61番人気）
ワイド票数 計 856244 的中 �� 5904（34番人気）�� 627（88番人気）�� 961（80番人気）
3連複票数 計1393645 的中 ��� 174（343番人気）
3連単票数 計1546160 的中 ��� 38（1753番人気）

ハロンタイム 6．8―10．7―11．1―12．0―11．9―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．8―17．5―28．6―40．6―52．5―1：05．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メレカリキマカ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．12．19 中山13着

2018．5．26生 牡3鹿 母 クリスマスキャロル 母母 クリスマスツリー 5戦1勝 賞金 5，870，000円
〔3走成績による出走制限〕 ブレード号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月6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 テンペスタース号

14016 6月6日 小雨 良 （3東京3） 第2日 第4競走 ��2，400�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・左）

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

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

35 カーディナル 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 490－ 22：24．7 1．9�
611 シングマイハート 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B446± 02：25．33� 3．9�
817 トロワエスポワール 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 448－ 42：25．72� 11．5�
714 ラグジュアリーデイ 牝3黒鹿54 吉田 豊前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 446＋ 22：26．33� 179．4�
510 ジ ジ 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 490± 0 〃 アタマ 7．4�
816 コスモオニアシゲ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 2 〃 ハナ 120．0	
24 � レイトンヒル 牡3鹿 56 松山 弘平ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Corrin Stud &

Upper Farm Stud 506＋ 42：26．61� 17．7

47 アイワナスマイル 牝3青鹿 54

52 △秋山 稔樹 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム B488± 02：26．81 216．3�
11 マイネルリリーフ 牡3芦 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 22：27．01� 52．2
715 モンサンラディウス 牡3鹿 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 500＋ 42：27．1� 17．0�
23 カフェファンタスト 牡3栗 56 柴田 大知西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 492＋ 4 〃 ハナ 113．3�
818 フッカツノトリデ 牝3栗 54

51 ▲原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 鎌田 正嗣 420＋ 22：27．52� 562．6�
59 メジャーグルーヴ 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良�G1レーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 188．9�
36 エンドステージ 牡3栗 56

55 ☆木幡 育也岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤沢牧場 506＋ 22：27．6クビ 222．2�
48 スケボーマン 牡3黒鹿56 菊沢 一樹石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 B472＋ 4 〃 クビ 68．9�
612 フジサンニュウサツ 牝3鹿 54 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 新ひだか 木田牧場 448－ 62：27．91� 544．9�
713 ファインディーヴァ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 470＋ 42：28．11� 167．1�
12 ランドヘルツ 牡3黒鹿56 石橋 脩多田 賢司氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 452－ 42：28．52� 13．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，973，500円 複勝： 86，934，800円 枠連： 18，583，700円
馬連： 86，450，700円 馬単： 44，236，100円 ワイド： 87，680，700円
3連複： 148，474，200円 3連単： 191，360，600円 計： 715，694，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（3－6） 310円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 190円 �� 390円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 3，660円

票 数

単勝票数 計 519735 的中 � 209899（1番人気）
複勝票数 計 869348 的中 � 331991（1番人気）� 144698（2番人気）� 69476（4番人気）
枠連票数 計 185837 的中 （3－6） 46064（1番人気）
馬連票数 計 864507 的中 �� 180486（1番人気）
馬単票数 計 442361 的中 �� 64145（1番人気）
ワイド票数 計 876807 的中 �� 139525（1番人気）�� 53922（3番人気）�� 26048（9番人気）
3連複票数 計1484742 的中 ��� 74376（2番人気）
3連単票数 計1913606 的中 ��� 37851（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．6―36．2―48．8―1：01．2―1：13．4―1：25．5―1：37．3―1：49．4―2：01．1―2：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3
1
3

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

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

カーディナル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．8．30 札幌2着

2018．3．7生 牡3鹿 母 エカルラート 母母 スカーレットローズ 5戦1勝 賞金 12，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 フッカツノトリデ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月6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） 1頭 ジュエルケイヴ号
（非抽選馬） 1頭 ウエストサイド号



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

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

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

44 ク レ イ ド ル 牝2芦 54 福永 祐一 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 456 ―1：35．4 4．3�
68 レディナビゲーター 牝2芦 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 490 ― 〃 クビ 5．4�
57 リアグラシア 牝2黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484 ―1：35．5クビ 2．4�
69 コムストックロード 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 432 ―1：35．6� 22．4�
711 ミギーフェイス 牝2鹿 54 松山 弘平 STレーシング 新谷 功一 新冠 パカパカ

ファーム 484 ―1：36．02� 13．1�
812 ナンデフェスティヴ 牝2鹿 54 北村 宏司臼井 一眞氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 438 ―1：36．1� 78．7	
33 サウンドビバーチェ 牝2黒鹿54 武 豊増田 雄一氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 456 ― 〃 クビ 16．4

56 スクリーンショット 牝2栗 54 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 484 ―1：36．52 126．9�
813 ビッグロジールーフ 牝2黒鹿54 丸山 元気大屋 高広氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 414 ―1：36．71� 35．5�
45 キセキノエンジェル 牝2黒鹿54 柴田 善臣川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 飛野牧場 456 ― 〃 アタマ 109．7
11 フルティージャ 牝2芦 54 横山 武史 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 450 ―1：37．12� 8．3�
710 ヒ ノ ク ニ 牝2黒鹿54 江田 照男由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 452 ―1：38．16 181．2�
22 リボーントウショウ 牝2黒鹿54 大野 拓弥トウショウ産業� 土田 稔 浦河 杵臼牧場 506 ―1：38．41� 173．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 73，266，100円 複勝： 65，505，800円 枠連： 12，098，400円
馬連： 81，609，500円 馬単： 39，974，700円 ワイド： 66，523，000円
3連複： 114，044，000円 3連単： 152，597，100円 計： 605，618，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 150円 � 110円 枠 連（4－6） 830円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 330円 �� 200円 �� 260円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 4，830円

票 数

単勝票数 計 732661 的中 � 142558（2番人気）
複勝票数 計 655058 的中 � 126768（2番人気）� 93312（3番人気）� 183545（1番人気）
枠連票数 計 120984 的中 （4－6） 11172（3番人気）
馬連票数 計 816095 的中 �� 63485（3番人気）
馬単票数 計 399747 的中 �� 15987（6番人気）
ワイド票数 計 665230 的中 �� 46322（3番人気）�� 95549（1番人気）�� 64273（2番人気）
3連複票数 計1140440 的中 ��� 128852（1番人気）
3連単票数 計1525971 的中 ��� 22883（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―36．0―48．3―1：00．4―1：12．3―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 ・（6，11）－3，9（1，5，4）（7，12）－8，13，10－2 4 ・（6，11）－3（9，4）（1，12）（5，7）（13，8）＝（2，10）

勝馬の
紹 介

ク レ イ ド ル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．2．28生 牝2芦 母 オーマイベイビー 母母 オールザウェイベイビー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

14018 6月6日 小雨 良 （3東京3） 第2日 第6競走 1，400�2歳新馬
発走12時55分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

58 ビーオンザマーチ 牝2栗 54 M．デムーロ吉田 晴哉氏 林 徹 安平 追分ファーム 452 ―1：22．6 5．5�
814 サトノストロング 牡2黒鹿54 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 468 ―1：22．7クビ 32．4�
815 マニカルニカ 牝2栗 54 福永 祐一 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―1：22．91� 7．0�
23 ニシノスーベニア 牡2黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 日高 西山牧場 508 ―1：23．0クビ 43．1�
610 ティーガーデン 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 クビ 4．3	
46 ハッピープリベイル 牡2鹿 54 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 462 ― 〃 アタマ 37．1

35 ジェイケイボス 牡2鹿 54 木幡 巧也小谷野次郎氏 鈴木慎太郎 新冠 村上 欽哉 448 ―1：23．21 6．9�
47 ロープスピニング 牝2鹿 54 横山 武史吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 438 ―1：23．3� 17．1�
11 ディオアステリア 牝2芦 54 柴田 善臣 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 462 ―1：23．61� 11．6
59 ボルタドマール 牡2鹿 54 丸山 元気今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 508 ―1：23．7� 79．1�
611 サ ク ラ ン ボ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 436 ― 〃 アタマ 144．6�
22 ポルタフォルトゥナ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �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 430 ―1：23．8� 152．2�
713 バ ー マ ン 牡2青鹿54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 白老 社台牧場 508 ―1：24．01� 8．3�
34 イ グ ザ ル ト 牡2黒鹿54 武 豊青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 478 ―1：24．1� 9．3�
712 ナックドロップス 牝2鹿 54 大野 拓弥小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 470 ―1：24．63 100．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，778，300円 複勝： 70，957，900円 枠連： 17，831，400円
馬連： 91，641，600円 馬単： 36，151，600円 ワイド： 75，411，100円
3連複： 135，639，900円 3連単： 135，768，300円 計： 628，180，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 710円 � 260円 枠 連（5－8） 1，240円

馬 連 �� 7，120円 馬 単 �� 10，320円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 690円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 13，820円 3 連 単 ��� 79，830円

票 数

単勝票数 計 647783 的中 � 98487（2番人気）
複勝票数 計 709579 的中 � 105534（2番人気）� 21253（9番人気）� 73135（4番人気）
枠連票数 計 178314 的中 （5－8） 11079（6番人気）
馬連票数 計 916416 的中 �� 9964（25番人気）
馬単票数 計 361516 的中 �� 2627（47番人気）
ワイド票数 計 754111 的中 �� 9038（26番人気）�� 29508（3番人気）�� 8154（29番人気）
3連複票数 計1356399 的中 ��� 7361（52番人気）
3連単票数 計1357683 的中 ��� 1233（282番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．7―47．8―59．6―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーオンザマーチ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2019．4．16生 牝2栗 母 ヴィクトリーマーチ 母母 ヴィクトリークライ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ジェイケイボス号の騎手木幡巧也は，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：6番・10

番）
ジェイケイボス号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）



14019 6月6日 小雨 重 （3東京3） 第2日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）

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

510 ノーブルシルエット 牝3黒鹿52 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 470－ 21：35．2 2．2�
713 ゴールドミーティア 牡3鹿 54 横山 典弘居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 482＋ 41：35．4� 6．1�
714 リンガスウォリアー 牡4栗 57 C．ルメール 伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 B472± 01：36．04 6．3�
35 タマモブトウカイ 牡3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 450－ 81：36．31� 7．9�
23 レイニーデイ 牡3鹿 54 田辺 裕信大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 高昭牧場 526－ 6 〃 アタマ 8．6�
59 プンタアレナス �3芦 54 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：36．93� 42．3	
815� タイムモーメント �4鹿 57 大野 拓弥 
社台レースホース小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：37．0� 49．4�
36 キ ャ ル ベ イ 牡4鹿 57 武 豊里見 治紀氏 田中 博康 日高 田端牧場 548＋201：37．1� 17．2�
47 スズカブランコ 牡5栗 57

55 ◇藤田菜七子永井 啓弍氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 456－ 81：37．63 219．9
611 ジンフラッシュ 牡4青鹿57 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 494＋ 81：37．81� 37．4�
48 � バンディエラ 牡5栗 57 木幡 初也�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 松本 信行 532＋ 21：37．9� 87．6�
816 アテンフェアリー 牝5黒鹿 55

52 ▲原 優介齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 472－ 21：38．0クビ 199．0�
612 ダ イ モ ー ン 牡3黒鹿54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B518＋101：38．21� 50．4�
11 レインカルナティオ 牡4鹿 57 丸山 元気 
サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 482－161：38．83� 33．4�
12 マイネルプリンチペ 牡6黒鹿57 M．デムーロ �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 474± 01：40．39 28．8�
24 � ヒロノブシドウ 牡6黒鹿57 岩部 純二小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 512＋101：40．4� 459．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，524，100円 複勝： 94，066，500円 枠連： 32，242，400円
馬連： 123，237，300円 馬単： 48，306，600円 ワイド： 108，550，600円
3連複： 195，435，200円 3連単： 207，481，900円 計： 872，844，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 170円 � 160円 枠 連（5－7） 300円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 320円 �� 330円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 6，100円

票 数

単勝票数 計 635241 的中 � 229992（1番人気）
複勝票数 計 940665 的中 � 272526（1番人気）� 115054（3番人気）� 126735（2番人気）
枠連票数 計 322424 的中 （5－7） 82336（1番人気）
馬連票数 計1232373 的中 �� 140458（1番人気）
馬単票数 計 483066 的中 �� 30702（2番人気）
ワイド票数 計1085506 的中 �� 91581（2番人気）�� 86640（3番人気）�� 33764（6番人気）
3連複票数 計1954352 的中 ��� 81411（3番人気）
3連単票数 計2074819 的中 ��� 24651（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―11．9―11．9―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．8―34．3―46．2―58．1―1：10．2―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 3，10－16（6，14）2（13，9）（15，12）（1，4，5，11）－（7，8） 4 ・（3，10）－（16，6，14）（2，13）－（15，9）（12，11）（1，5）4（7，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノーブルシルエット �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．2．13 東京6着

2018．4．30生 牝3黒鹿 母 クラシックチュチュ 母母 グランパドドゥ 5戦2勝 賞金 17，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルプリンチペ号・ヒロノブシドウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

7月6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 ガッツィーソート号・サルーテ号
（非抽選馬） 1頭 ノースザワールド号

14020 6月6日 曇 良 （3東京3） 第2日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・左）

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

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

817 バ ル ト リ 牝4黒鹿55 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋ 41：21．0 3．8�

47 ココリホウオウ 牡3鹿 54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 470＋ 21：21．53 6．9�
612 タイガーリリー 牝3鹿 52 大野 拓弥�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 456－ 21：21．71� 10．6�
816 エレボアブランシュ 牝3芦 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 426－ 21：21．91� 6．5�
713 レリスタット 牝4青鹿55 丸田 恭介�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 456＋ 81：22．1� 23．2�
714 マーベラスアゲン 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 476－ 2 〃 クビ 29．3	
36 レディードリー 牝5青鹿55 木幡 巧也小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 444± 01：22．2クビ 27．3

715 ノックオンウッド 牡3黒鹿54 松山 弘平 �シルクレーシング 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 504＋121：22．41� 6．0�
510	 ヴァンデリオン 牡4栗 57 内田 博幸村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 478＋ 4 〃 クビ 52．2�
12 ヤマタケクララ 牝4黒鹿 55

54 ☆菅原 明良山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 B480＋101：22．5� 118．0
611 ブライティアランド 牝4芦 55 黛 弘人小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 460＋ 61：22．92 285．7�
818 グランチェイサー 牡4黒鹿57 菊沢 一樹落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 454－ 21：23．11� 50．3�
24 
 シゲルハクチョウザ 牝4鹿 55

52 ▲原 優介森中 蕃氏 田中 清隆 新冠 森永 聡 438± 01：23．2� 383．1�
23 
 モメチョッタ 牝5黒鹿55 杉原 誠人清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 454－ 4 〃 クビ 97．1�
35 アオイカツマ 牡3鹿 54 M．デムーロ新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 21：23．4� 4．0�
11 アトムアストレア 牝6鹿 55

53 △秋山 稔樹永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 474＋ 41：23．5� 238．5�
48 
 アランチオーネ 牝5栗 55

52 ▲永野 猛蔵 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 434＋ 41：23．6� 304．5�
59 スパークジョイ 牝4芦 55 宮崎 北斗西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 470－ 71：24．34 411．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，862，700円 複勝： 77，840，600円 枠連： 24，961，500円
馬連： 111，878，900円 馬単： 41，973，800円 ワイド： 93，568，900円
3連複： 171，215，000円 3連単： 178，728，000円 計： 750，029，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 200円 � 260円 枠 連（4－8） 890円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 580円 �� 790円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 19，550円

票 数

単勝票数 計 498627 的中 � 102454（1番人気）
複勝票数 計 778406 的中 � 134558（2番人気）� 101605（3番人気）� 68912（6番人気）
枠連票数 計 249615 的中 （4－8） 21652（4番人気）
馬連票数 計1118789 的中 �� 56779（7番人気）
馬単票数 計 419738 的中 �� 12548（8番人気）
ワイド票数 計 935689 的中 �� 42806（4番人気）�� 30082（9番人気）�� 23362（12番人気）
3連複票数 計1712150 的中 ��� 28379（15番人気）
3連単票数 計1787280 的中 ��� 6627（57番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―11．9―11．4―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．0―46．9―58．3―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ル ト リ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．11．24 東京1着

2017．2．19生 牝4黒鹿 母 レディオブオペラ 母母 レディミドルトン 8戦2勝 賞金 19，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スパークジョイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月6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 グットクルサマー号



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

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

ホンコンジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 アルビージャ 牡3黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 508－ 41：59．4 2．8�
55 キタノインパクト 牡5鹿 57 C．ルメール DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 502＋ 41：59．71� 2．1�
810 ディアセオリー 牡4鹿 57 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 492± 01：59．8� 14．8�
33 	 プ ロ ー ス 牡5栗 57 西村 淳也髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B514＋ 21：59．9� 141．1�
44 エ ト ワ ー ル 牝5栗 55 戸崎 圭太近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 アタマ 24．4	
89 クロワドフェール 牝4鹿 55 M．デムーロ �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：00．0
 5．1

77 ミモザイエロー 牝5栗 55 福永 祐一青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 476＋ 22：00．63
 14．6�
11 エフティイーリス 牝5黒鹿55 大野 拓弥吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：01．45 19．8�
66 キャベンディッシュ 牡6栗 57 山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 B510－ 42：01．71� 218．6
78 サイモンサーマル �6鹿 57 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 480－ 42：02．97 256．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 60，969，200円 複勝： 89，609，200円 枠連： 18，867，000円
馬連： 123，782，100円 馬単： 59，954，800円 ワイド： 72，617，900円
3連複： 160，848，900円 3連単： 331，282，800円 計： 917，931，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 200円 枠 連（2－5） 230円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 150円 �� 450円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 3，270円

票 数

単勝票数 計 609692 的中 � 170371（2番人気）
複勝票数 計 896092 的中 � 135617（2番人気）� 484352（1番人気）� 47409（5番人気）
枠連票数 計 188670 的中 （2－5） 61965（1番人気）
馬連票数 計1237821 的中 �� 376881（1番人気）
馬単票数 計 599548 的中 �� 90359（2番人気）
ワイド票数 計 726179 的中 �� 157039（1番人気）�� 34263（6番人気）�� 34146（7番人気）
3連複票数 計1608489 的中 ��� 112707（3番人気）
3連単票数 計3312828 的中 ��� 73270（9番人気）

ハロンタイム 13．4―12．5―11．9―11．9―12．0―11．9―11．6―11．6―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．9―37．8―49．7―1：01．7―1：13．6―1：25．2―1：36．8―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

アルビージャ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．11．22 東京2着

2018．2．17生 牡3黒鹿 母 アロマティコ 母母 ナ ス カ 5戦3勝 賞金 35，364，000円
〔その他〕 プロース号は，本会所定の服色を使用。

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

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

58 � モズダッシュスター 牡5栗 57 江田 照男 �キャピタル・システム 南井 克巳 新冠 佐藤牧場 508－101：23．2 8．8�
34 シェパードボーイ 牡5黒鹿57 福永 祐一吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 クビ 7．5�
814 コパノマーキュリー 牡4鹿 57 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 浦河 金成吉田牧場 504－161：23．41 7．7�
611 アイアムハヤスギル 牡5黒鹿57 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－ 8 〃 クビ 5．3�
610 エアコンヴィーナ 牝6黒鹿55 三浦 皇成 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 472＋ 41：23．5	 5．8�
59 サンタナブルー 牡9黒鹿57 丸山 元気 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 484－ 61：23．6	 149．3	
35 ケイアイビリジアン 
5栗 57 大野 拓弥 �ケイアイスタリオン 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 508－ 21：23．7� 18．4

713 ロ ラ イ マ 
8鹿 57 津村 明秀 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 454－ 81：23．8	 52．0�
23 フィルストバーン 
5黒鹿57 木幡 巧也�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 458－ 21：24．01� 19．0
712 フォーカード 牡7栗 57 永野 猛蔵椎名 節氏 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 478＋ 4 〃 ハナ 97．5�
47 プロヴィデンス 牡4栗 57 内田 博幸藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 486－ 21：24．21� 17．3�
11 アイムポッシブル 牝4黒鹿55 西村 淳也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B460－ 81：24．3� 5．5�
46 シホノレジーナ 牝4栗 55 野中悠太郎村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞湖 レイクヴィラファーム B518＋141：24．5� 11．6�
815� カ ミ ノ コ 牡6青鹿57 横山 琉人門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 478＋ 41：25．24 54．0�
22 � アメリカンファクト 牡6栗 57 菅原 明良 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B526＋201：28．5大差 28．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 70，832，100円 複勝： 105，779，900円 枠連： 41，272，100円
馬連： 200，548，000円 馬単： 67，763，600円 ワイド： 143，456，500円
3連複： 316，250，100円 3連単： 316，594，800円 計： 1，262，497，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 350円 � 240円 � 310円 枠 連（3－5） 3，210円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 8，050円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，250円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 9，600円 3 連 単 ��� 67，880円

票 数

単勝票数 計 708321 的中 � 64132（6番人気）
複勝票数 計1057799 的中 � 75333（6番人気）� 124839（4番人気）� 86217（5番人気）
枠連票数 計 412721 的中 （3－5） 9961（15番人気）
馬連票数 計2005480 的中 �� 36119（18番人気）
馬単票数 計 677636 的中 �� 6310（34番人気）
ワイド票数 計1434565 的中 �� 26472（18番人気）�� 29583（15番人気）�� 30665（12番人気）
3連複票数 計3162501 的中 ��� 24683（31番人気）
3連単票数 計3165948 的中 ��� 3381（228番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．9―11．9―11．8―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．9―46．8―58．6―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モズダッシュスター �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Distorted Humor

2016．2．17生 牡5栗 母 ステージトリック 母母 Engaging 10戦2勝 賞金 36，168，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメリカンファクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月6日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 シャドウハンター号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の28頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）28頭 アールロッソ号・イメル号・オルクリスト号・オンザロックス号・オーロラテソーロ号・カフェスペランツァ号・

シャイニーブランコ号・スマッシングハーツ号・ダイシンイナリ号・タイセイブランシュ号・デピュティプライム号・
デュアライズ号・トラストロン号・パーティナシティ号・ピアシック号・ファシネートゼット号・
フィールザファラオ号・フォースオブウィル号・ププッピドゥ号・ホウオウライジン号・ボーダーオブライフ号・
マイネルラック号・マックス号・ムーランアンディゴ号・メイショウコゴミ号・ラティーンセイル号・リュウノゾロ号・
ローレルジャック号

１レース目
３レース目



14023 6月6日 曇 良 （3東京3） 第2日 第11競走
第71回農林水産省賞典

��
��1，600�安 田 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上58�，牝馬
2�減

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

本 賞 130，000，000円 52，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，000，000円
付 加 賞 2，982，000円 852，000円 426，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：30．5
1：30．3
1：30．9

良
良
良

711 ダノンキングリー 牡5黒鹿58 川田 将雅�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 456＋ 61：31．7 47．6�
45 グランアレグリア 牝5鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 アタマ 1．5�
813� シュネルマイスター 牡3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 手塚 貴久 独 Northern

Farm 474－ 61：31．8	 10．2�
58 インディチャンプ 牡6鹿 58 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：31．9クビ 7．0�
69 トーラスジェミニ 牡5鹿 58 戸崎 圭太柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472－ 41：32．11
 153．6	
610 カ デ ナ 牡7鹿 58 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 480－ 41：32．2	 167．9

46 ダノンプレミアム 牡6青鹿58 池添 謙一�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 510＋101：32．31 19．2�
11 サ リ オ ス 牡4栗 58 松山 弘平 �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 536－ 21：32．4クビ 7．9�
22 ギ ベ オ ン 牡6鹿 58 西村 淳也 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 512± 01：32．61
 100．6
712 ケイデンスコール 牡5鹿 58 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 アタマ 14．7�
33 ダイワキャグニー �7黒鹿58 石橋 脩大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 492－ 21：32．71 123．9�
814 カ テ ド ラ ル 牡5鹿 58 田辺 裕信 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：32．8アタマ 74．5�
34 カ ラ テ 牡5黒鹿58 菅原 明良小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 526－ 41：33．01
 77．5�
57 ラウダシオン 牡4鹿 58 M．デムーロ �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 21：34．59 27．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 955，737，400円 複勝： 1，045，646，600円 枠連： 340，899，100円 馬連： 1，985，500，800円 馬単： 1，133，930，900円
ワイド： 1，537，280，100円 3連複： 3，918，987，600円 3連単： 8，323，994，200円 5重勝： 880，067，300円 計： 20，122，044，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，760円 複 勝 � 710円 � 110円 � 240円 枠 連（4－7） 720円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 12，090円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 5，460円 �� 400円

3 連 複 ��� 8，860円 3 連 単 ��� 110，420円

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

キャリーオーバー なし����� 102，674，510円

票 数

単勝票数 計9557374 的中 � 160389（8番人気）
複勝票数 計10456466 的中 � 180685（9番人気）� 5258424（1番人気）� 707596（4番人気）
枠連票数 計3408991 的中 （4－7） 363599（4番人気）
馬連票数 計19855008 的中 �� 520477（9番人気）
馬単票数 計11339309 的中 �� 70327（29番人気）
ワイド票数 計15372801 的中 �� 329111（12番人気）�� 66550（38番人気）�� 1085376（3番人気）
3連複票数 計39189876 的中 ��� 331696（26番人気）
3連単票数 計83239942 的中 ��� 54654（247番人気）
5重勝票数 計8800673 的中 ����� 6

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―46．4―57．8―1：09．0―1：20．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．9
3 ・（3，9）（6，7）（2，8，13）11（1，12）5（4，10，14） 4 3，9（6，7）（2，8，13）（1，11，12）5（4，14）10

勝馬の
紹 介

ダノンキングリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．10．8 東京1着

2016．3．25生 牡5黒鹿 母 マイグッドネス 母母 Caressing 12戦6勝 賞金 487，796，000円
〔制裁〕 グランアレグリア号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番・

7番）
ギベオン号の騎手西村淳也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

14024 6月6日 晴 重 （3東京3） 第2日 第12競走 1，600�
こ が ね い

小 金 井 特 別
発走16時30分 （ダート・左）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

23 ヘ ラ イ ア 牝4鹿 55 永野 猛蔵吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 464－ 61：35．5 15．7�
714 メイショウマサヒメ 牝4青鹿55 松山 弘平松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 490＋ 21：35．6� 7．6�
713 ク レ デ ン ザ 牝4芦 55 武藤 雅�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 454－ 41：35．81� 9．5�
36 ブ ッ チ ー ニ 牝5白 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 438－ 4 〃 アタマ 7．0�
12 フォークテイル 牝5鹿 55 丸山 元気 	サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 448± 01：36．11� 35．0

47 グランパラディーゾ 牝3鹿 52 川田 将雅 	サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：36．31� 2．2�
816 ラブリーエンジェル 牝4栗 55 菊沢 一樹長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 452＋ 81：36．41 13．5�
24 � スズカクローカス 牝5黒鹿55 長岡 禎仁永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 434－ 81：36．5クビ 65．7
612 ガ チ コ 牝7鹿 55 吉田 豊	日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 480＋ 21：36．71� 136．3�
11 デンコウハピネス 牝5黒鹿55 丸田 恭介田中 康弘氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 436－ 41：36．8� 238．1�
510 ラフリッグフェル 牝4栗 55 福永 祐一 	社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 438＋ 21：37．01� 5．6�
59 ラヴィンフォール 牝4青鹿55 池添 謙一大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 クビ 44．6�
48 カシマフウリン 牝6栗 55 原 優介松浦 一久氏 鈴木慎太郎 新ひだか 金舛 幸夫 B494－121：37．74 311．4�
815 シャルロッテミノル 牝5鹿 55 江田 照男吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 532－ 21：38．12 172．8�
611 スピードオブラブ 牝4鹿 55 宮崎 北斗石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 452＋ 21：38．42 71．4�
35 チュウワフライヤー 牝5栗 55 西村 淳也中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506－ 81：38．71� 40．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 167，857，000円 複勝： 186，716，000円 枠連： 64，580，700円
馬連： 305，733，200円 馬単： 129，242，500円 ワイド： 263，248，700円
3連複： 518，904，600円 3連単： 695，114，600円 計： 2，331，397，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 470円 � 260円 � 250円 枠 連（2－7） 2，270円

馬 連 �� 7，900円 馬 単 �� 20，010円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 1，380円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 15，400円 3 連 単 ��� 130，660円

票 数

単勝票数 計1678570 的中 � 85478（7番人気）
複勝票数 計1867160 的中 � 92846（7番人気）� 196035（5番人気）� 205246（4番人気）
枠連票数 計 645807 的中 （2－7） 21977（8番人気）
馬連票数 計3057332 的中 �� 29967（25番人気）
馬単票数 計1292425 的中 �� 4843（55番人気）
ワイド票数 計2632487 的中 �� 26752（25番人気）�� 49066（15番人気）�� 64958（11番人気）
3連複票数 計5189046 的中 ��� 25263（50番人気）
3連単票数 計6951146 的中 ��� 3857（361番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―11．9―12．1―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．5―46．4―58．5―1：10．6―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 ・（5，7）14（6，9，10，15）（8，16）4－12－（2，13）3，1，11 4 ・（5，7）14（6，10）（8，9）（4，15，16）－（2，12）（3，13）1，11

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4鹿 母 ウィケットキーパー 母母 コートアウト 9戦3勝 賞金 31，817，000円
〔制裁〕 スピードオブラブ号の騎手宮崎北斗は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

５レース目



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

良
重

競走回数 12回 出走頭数 183頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

434，060，000円
5，620，000円
27，950，000円
5，590，000円
54，380，000円
6，000，000円
78，175，250円
5，550，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
1，699，329，000円
2，116，156，800円
622，916，100円
3，354，102，400円
1，721，710，300円
2，683，502，500円
6，086，676，600円
11，042，244，900円
880，067，300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
5 重 勝
計 30，206，705，900円

総入場人員 4，858名 （有料入場人員 4，377名）
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