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14085 6月27日 曇 良 （3東京3） 第8日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走9時55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

610 エクセルローグ 牡3青鹿 56
55 ☆菅原 明良谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 466＋ 41：38．7 1．3�

35 サ フ ァ ル 牡3黒鹿56 内田 博幸 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B558－ 21：39．44 39．9�
58 ズールウォリアー 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 468－ 21：39．6� 7．1�
712 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 514＋ 41：39．7� 14．2�
814 カ ル ナ ッ ク 牡3栗 56

55 ☆木幡 育也 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 550－16 〃 クビ 10．4�
23 コンフィアンス 牝3鹿 54 �島 克駿 	京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 456＋ 61：39．8クビ 56．3

11 シャークウォーニン 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン
テンファーム 476＋ 4 〃 クビ 81．0�

34 レガーメダモーレ 牡3芦 56 武藤 雅 �キャロットファーム 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 542＋321：40．01 13．1�

22 マスケティアーズ 牡3黒鹿 56
53 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 462－ 41：40．21� 379．9

47 ゴスホーククレスト 牡3鹿 56 江田 照男藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 490－12 〃 クビ 25．4�
815 ブルーローズシップ 牡3芦 56 木幡 巧也 	YGGホースクラブ 畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 460＋101：40．62� 89．8�
59 ケイツーディナール 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 516－ 41：41．02 434．8�
611 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 522＋101：42．38 349．2�
713 スパイラルライズ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468－ 21：42．4� 423．5�
46 クリノパプリカ 牝3栗 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 川島 正広 522 ―1：46．6大差 328．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，806，900円 複勝： 156，240，700円 枠連： 13，503，200円
馬連： 56，636，600円 馬単： 34，928，500円 ワイド： 47，989，400円
3連複： 96，636，100円 3連単： 140，997，900円 計： 585，739，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 440円 � 140円 枠 連（3－6） 460円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 760円 �� 180円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 9，020円

票 数

単勝票数 計 388069 的中 � 232804（1番人気）
複勝票数 計1562407 的中 � 1265923（1番人気）� 14338（7番人気）� 85437（2番人気）
枠連票数 計 135032 的中 （3－6） 22331（2番人気）
馬連票数 計 566366 的中 �� 22806（6番人気）
馬単票数 計 349285 的中 �� 10269（10番人気）
ワイド票数 計 479894 的中 �� 13889（8番人気）�� 88773（1番人気）�� 4952（20番人気）
3連複票数 計 966361 的中 ��� 28795（9番人気）
3連単票数 計1409979 的中 ��� 11326（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．4―12．9―12．7―12．3―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．2―48．1―1：00．8―1：13．1―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクセルローグ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．11．28 東京2着

2018．4．7生 牡3青鹿 母 シルバーストリーク 母母 ドリームギフト 7戦1勝 賞金 12，720，000円
〔発走状況〕 コンフィアンス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノパプリカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月27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〕 スパイラルライズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月27日まで平地競走に出走で

きない。

14086 6月27日 曇 良 （3東京3） 第8日 第2競走 ��2，100�3歳未勝利
発走10時25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

45 � ナイトフローリック 牡3鹿 56 M．デムーロ保坂 和孝氏 木村 哲也 米 Woodford
Thoroughbreds 510－ 62：13．5 3．0�

11 ジ ジ 牡3鹿 56
53 ▲原 優介林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 486－ 42：13．6� 8．1�

812 ディヴァインゲート 牡3鹿 56
53 ▲永野 猛蔵佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 470－ 2 〃 ハナ 2．4�

57 セブンデイズ 牡3青鹿56 武藤 雅前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 482＋ 42：14．45 19．2�
33 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 506＋ 22：14．72 7．9�
68 マ リ ア ッ チ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子内藤 好江氏 中野 栄治 新ひだか キヨタケ牧場 468－ 42：15．02 140．0�
22 イ ポ ラ ニ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗国田 正忠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 482－ 8 〃 ハナ 191．8	
710 ロクネンニクミ 牡3栗 56 江田 照男藤本 彰氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム B506＋ 22：15．1� 34．9

813 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 534＋102：15．31� 9．8�
69 シダデカサドール 牡3鹿 56 	島 克駿一村 哲也氏 小崎 憲 日高 高山牧場 474＋ 42：15．4� 24．4�
711 ウエイトジャッジ 牡3黒鹿56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 522－ 62：15．93 49．7
44 ネ オ ル ー ナ 牡3鹿 56 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 上村 清志 442＋ 82：18．3大差 343．5�
56 オーケーナイト 牡3栗 56 木幡 巧也小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B534＋ 62：19．89 189．4�
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売 得 金
単勝： 34，100，300円 複勝： 58，329，900円 枠連： 13，127，000円
馬連： 61，494，800円 馬単： 29，237，400円 ワイド： 52，988，100円
3連複： 96，189，900円 3連単： 113，460，500円 計： 458，927，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 170円 � 110円 枠 連（1－4） 1，450円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 460円 �� 180円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 6，300円

票 数

単勝票数 計 341003 的中 � 88438（2番人気）
複勝票数 計 583299 的中 � 132777（2番人気）� 59961（4番人気）� 170287（1番人気）
枠連票数 計 131270 的中 （1－4） 6979（6番人気）
馬連票数 計 614948 的中 �� 39181（6番人気）
馬単票数 計 292374 的中 �� 13902（3番人気）
ワイド票数 計 529881 的中 �� 25230（7番人気）�� 93770（1番人気）�� 27867（6番人気）
3連複票数 計 961899 的中 ��� 70601（3番人気）
3連単票数 計1134605 的中 ��� 13047（12番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―12．6―13．4―12．8―13．1―13．1―12．9―12．2―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．6―31．2―44．6―57．4―1：10．5―1：23．6―1：36．5―1：48．7―2：00．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ナイトフローリック �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Vindication デビュー 2020．10．31 東京6着

2018．4．25生 牡3鹿 母 Frolic’s Revenge 母母 Stormy Frolic 6戦1勝 賞金 9，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーケーナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月27日まで平地競走

に出走できない。

第３回 東京競馬 第８日



14087 6月27日 曇 良 （3東京3） 第8日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時55分 （芝・左）

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

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

815 フィアスプライド 牝3青鹿 54
53 ☆菅原 明良ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B492＋ 41：46．6 5．2�
11 サンフローリス 牝3栗 54 嶋田 純次桑畑 �信氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 430± 01：46．7� 3．1�
36 ネ グ ロ ー ニ 牝3黒鹿54 石川裕紀人亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 468－ 51：46．8� 17．6�
714 スターオブエイジア 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 476± 01：46．9� 5．4�
47 ドゥラヴィータ 牝3黒鹿54 木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 8 〃 � 90．3	
611 フ ォ レ ス タ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 長浜 秀昭 412＋ 21：47．11 10．9

59 エレフセリア 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 4 〃 クビ 29．3�
48 ローブデソワレ 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 千津氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 402－201：47．31� 113．4
713 エリカブライト 牝3鹿 54 M．デムーロ三木 正浩氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B452＋ 4 〃 アタマ 3．4�
12 スクリーンマドンナ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 462＋ 41：47．4クビ 40．7�
816 ベアーズブリーチ 牝3黒鹿54 �島 克駿 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 456－ 61：47．61� 50．5�
24 ゼンダンツバキ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介渡邊 善男氏 勢司 和浩 新冠 カミイスタット 456＋161：47．7� 306．7�
35 ラスティングボンド 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 中舘 英二 新ひだか ケイアイファーム 440＋ 41：48．01� 166．0�
612 シャンデトワール 牝3鹿 54 内田 博幸星野 �男氏 林 徹 千歳 社台ファーム 432＋121：48．42� 152．5�
23 ショレアドルチェ 牝3鹿 54 的場 勇人 �YGGホースクラブ 的場 均 日高 奥山 博 440＋ 61：48．71� 389．6�
510 ミエルドール 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 81：49．55 505．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，321，300円 複勝： 63，368，100円 枠連： 15，952，200円
馬連： 71，461，700円 馬単： 30，386，000円 ワイド： 65，573，700円
3連複： 115，054，100円 3連単： 124，722，800円 計： 530，839，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 140円 � 450円 枠 連（1－8） 890円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，930円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 29，090円

票 数

単勝票数 計 443213 的中 � 67471（3番人気）
複勝票数 計 633681 的中 � 73997（4番人気）� 160089（1番人気）� 26522（6番人気）
枠連票数 計 159522 的中 （1－8） 13770（4番人気）
馬連票数 計 714617 的中 �� 48563（5番人気）
馬単票数 計 303860 的中 �� 9998（9番人気）
ワイド票数 計 655737 的中 �� 39303（5番人気）�� 8294（20番人気）�� 11840（14番人気）
3連複票数 計1150541 的中 ��� 12754（22番人気）
3連単票数 計1247228 的中 ��� 3108（98番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．8―12．0―12．2―12．3―11．8―11．2―11．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

フィアスプライド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．12．19 中山9着

2018．4．10生 牝3青鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ドゥラヴィータ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔3走成績による出走制限〕 ミエルドール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月27日まで平地競走に出走できな

い。

14088 6月27日 曇 良 （3東京3） 第8日 第4競走 2，400�3歳未勝利
発走11時25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

814 マリノアズラ 牝3黒鹿54 田辺 裕信矢野まり子氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 476± 02：26．8 4．1�
11 レキオノユメ 牡3黒鹿56 三浦 皇成多田 賢司氏 中川 公成 日高 出口牧場 488＋ 82：26．9� 4．7�
711 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 456＋ 82：27．0� 5．5�
46 エ シ カ ル 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：27．1クビ 3．1�
58 ギ ン ノ サ ジ 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 2 〃 アタマ 16．4�

34 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 444－ 22：27．31� 72．8	
712 コスモオニアシゲ 牡3芦 56 柴田 大知 
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 448－ 22：27．4� 77．4�
57 マイネルリリーフ 牡3芦 56

55 ☆斎藤 新 �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 460＋ 22：27．5� 74．8�

813 ウェイオブライト 牡3芦 56 江田 照男岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 492－ 42：28．03 6．4
33 イ ガ リ マ �3芦 56 石川裕紀人ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 ディアレスト

クラブ B496± 02：28．31� 170．2�
45 アイワナスマイル 牝3青鹿54 �島 克駿 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム B480－ 82：28．4� 79．1�
69 イッツライフ 牝3鹿 54 杉原 誠人
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 448＋ 22：28．61� 487．3�
22 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 440－ 82：28．7クビ 451．2�
610 レ ナ ト ゥ ス 牡3鹿 56 石橋 脩岡田 牧雄氏 尾関 知人 新冠 小泉 学 444± 02：29．44 36．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，226，900円 複勝： 64，711，200円 枠連： 14，372，700円
馬連： 68，880，900円 馬単： 30，972，500円 ワイド： 56，210，600円
3連複： 112，426，600円 3連単： 118，635，100円 計： 510，436，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 150円 � 160円 枠 連（1－8） 550円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 360円 �� 380円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 7，880円

票 数

単勝票数 計 442269 的中 � 84286（2番人気）
複勝票数 計 647112 的中 � 131699（1番人気）� 109294（3番人気）� 95276（4番人気）
枠連票数 計 143727 的中 （1－8） 20081（2番人気）
馬連票数 計 688809 的中 �� 53656（3番人気）
馬単票数 計 309725 的中 �� 12517（4番人気）
ワイド票数 計 562106 的中 �� 41094（3番人気）�� 38146（4番人気）�� 29816（7番人気）
3連複票数 計1124266 的中 ��� 54475（3番人気）
3連単票数 計1186351 的中 ��� 10906（16番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．2―12．0―12．7―12．8―12．3―11．9―11．9―11．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．8―38．0―50．0―1：02．7―1：15．5―1：27．8―1：39．7―1：51．6―2：03．0―2：14．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マリノアズラ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2020．11．23 東京8着

2018．3．25生 牝3黒鹿 母 クラウンイヴ 母母 ハイフレンドモア 6戦1勝 賞金 8，910，000円
〔3走成績による出走制限〕 イッツライフ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月27日まで平地競走に出走できない。



14089 6月27日 曇 良 （3東京3） 第8日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時15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

611 アバンチュリエ 牡2栗 54 柴田 善臣 DMMドリームクラブ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460 ―1：35．4 3．5�
612 ソ リ タ リ オ 牡2栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 466 ―1：35．61� 4．0�
59 ニシノラブウインク 牝2鹿 54 三浦 皇成西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 462 ― 〃 アタマ 17．5�
47 ショウナンタイジュ 牡2青鹿54 吉田 豊国本 哲秀氏 矢野 英一 日高 中原牧場 460 ―1：35．81 39．3�
815 ケイアイユニバース 牡2鹿 54 内田 博幸 �ケイアイスタリオン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 454 ― 〃 クビ 12．4	
48 アトラクティーボ 牡2鹿 54 武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526 ― 〃 アタマ 14．2

36 コースタルテラス 牡2黒鹿54 石川裕紀人吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486 ―1：36．01� 20．0�
11 セイウンハルカニ 牡2青鹿54 丸山 元気西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 452 ―1：36．31� 16．5�
510 デエスデュヴァン 牝2栗 54

53 ☆菅原 明良 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 416 ―1：36．51� 27．4
713 メ ル ト 牡2鹿 54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 中脇 満 478 ―1：36．71� 79．6�
24 ルミナスブルー 牡2黒鹿54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 ノースガーデン 412 ―1：36．8クビ 89．3�
12 カルラファクター 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新冠 山岡牧場 440 ―1：36．9� 115．0�
714 トップランク 牡2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 谷藤 弘美 450 ―1：37．01 40．6�
35 マディソンテソーロ 牡2芦 54 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 450 ―1：37．21� 70．8�
23 セイルオンセイラー 牡2黒鹿54 津村 明秀橋元 勇氣氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 492 ―1：37．51� 5．2�
816 セキテイリュウビ 牡2栗 54 田中 勝春杉山 元洋氏 古賀 史生 日高 いとう牧場 476 ―1：37．92� 121．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，250，600円 複勝： 53，735，900円 枠連： 17，441，300円
馬連： 69，493，700円 馬単： 28，859，900円 ワイド： 56，735，400円
3連複： 100，416，600円 3連単： 100，645，500円 計： 480，578，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 150円 � 350円 枠 連（6－6） 670円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，160円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 13，040円

票 数

単勝票数 計 532506 的中 � 128512（1番人気）
複勝票数 計 537359 的中 � 103116（2番人気）� 110203（1番人気）� 28623（7番人気）
枠連票数 計 174413 的中 （6－6） 19893（2番人気）
馬連票数 計 694937 的中 �� 85305（1番人気）
馬単票数 計 288599 的中 �� 19277（1番人気）
ワイド票数 計 567354 的中 �� 49892（1番人気）�� 11665（15番人気）�� 13407（11番人気）
3連複票数 計1004166 的中 ��� 20178（6番人気）
3連単票数 計1006455 的中 ��� 5595（14番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．9―12．4―12．5―11．7―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．9―48．3―1：00．8―1：12．5―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．6
3 ・（2，6）13（9，10，12）（1，4，5，15）（3，11，16）（8，7）14 4 ・（2，6）（9，13）（10，12）（1，4，5，15）（8，3，11，16）（7，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アバンチュリエ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．1．20生 牡2栗 母 パ ン デ イ ア 母母 ムーンライトダンス 1戦1勝 賞金 7，000，000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。
（非当選馬） 2頭 アサヒ号・フレンドプリンセス号

14090 6月27日 曇 良 （3東京3） 第8日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時45分 （ダート・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
1：23．1
1：23．0

重
重

34 コンバスチョン 牡2鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484 ―1：26．5 2．3�

46 リュウノブレイク 牡2栗 54 柴田 善臣蓑島 竜一氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：27．24 11．4�
712 フ ル ム 牡2黒鹿54 水口 優也 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 460 ―1：27．72� 48．5�
814 グ ル ー ト ン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 和田 勇介 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 466 ―1：28．12� 4．6�
47 ライドアクロス 牝2鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 504 ―1：28．2� 211．9�
815 ルクスランページ 牡2栗 54 石橋 脩�ルクス 村山 明 日高 いとう牧場 472 ―1：28．41� 14．0	
610 ジダイノチョウジ 牡2芦 54 �島 克駿岡 浩二氏 中竹 和也 日高 碧雲牧場 492 ―1：28．61� 14．4

22 サンラグナニゲル 牝2栗 54 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 406 ―1：28．7クビ 58．7�
611 ダイチラファール 牡2黒鹿54 的場 勇人服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 432 ― 〃 クビ 158．2�
11 クリスタルウエイ 牡2栗 54

52 ◇藤田菜七子岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 458 ―1：29．33� 73．6
35 コスモフロイデ 牡2栗 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 折手牧場 444 ―1：29．72� 36．4�
59 サパテアール 牡2青鹿54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム 498 ―1：29．8クビ 68．6�
58 サクラトップラン 牝2鹿 54 石川裕紀人�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：30．22� 41．8�
23 ル ミ ラ イ ズ 牡2青鹿54 熊沢 重文吉岡 輝美氏 本田 優 浦河 市正牧場 470 ―1：30．51� 72．4�
713 シゲルジンベイザメ 牡2栗 54

51 ▲永野 猛蔵森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 前谷 武志 480 ―1：31．13� 5．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 61，561，300円 複勝： 56，594，400円 枠連： 13，828，400円
馬連： 69，428，100円 馬単： 34，718，300円 ワイド： 58，706，400円
3連複： 111，975，100円 3連単： 121，524，800円 計： 528，336，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 260円 � 640円 枠 連（3－4） 1，090円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，320円 �� 4，230円

3 連 複 ��� 11，820円 3 連 単 ��� 31，050円

票 数

単勝票数 計 615613 的中 � 221705（1番人気）
複勝票数 計 565944 的中 � 178297（1番人気）� 46426（5番人気）� 15466（8番人気）
枠連票数 計 138284 的中 （3－4） 9799（4番人気）
馬連票数 計 694281 的中 �� 46485（3番人気）
馬単票数 計 347183 的中 �� 18874（4番人気）
ワイド票数 計 587064 的中 �� 37695（3番人気）�� 11066（16番人気）�� 3321（38番人気）
3連複票数 計1119751 的中 ��� 7102（46番人気）
3連単票数 計1215248 的中 ��� 2837（89番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．6―12．4―12．1―12．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．6―37．2―49．6―1：01．7―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンバスチョン �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 パ イ ロ 初出走

2019．5．12生 牡2鹿 母 スモーダリング 母母 アクアリスト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ランスオブムーン号（疾病〔左上眼瞼部裂創〕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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 イチネンエーグミ号・オプティミストゥ号・カラフルキューブ号・キタノアンコール号・ゴッドレイジング号・

ジェイケイボニータ号・ジャパンナイト号・ターゲサンブルック号・テイエムアジアダン号・ディーロジャー号・
フォワデジー号・ミスターサマンサ号・ミスターブリーズ号・ラッパラッパー号



14091 6月27日 曇 良 （3東京3） 第8日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

814 マイコレット 牝3芦 52 柴田 善臣伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 21：38．0 3．6�
712 フィナールショコラ 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 436＋ 61：38．11 4．6�
34 ベストシンガー 牝3鹿 52 津村 明秀石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B436－ 81：38．2� 19．8�
59 ジュラメント 牝3黒鹿52 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 418－101：38．41 108．2�
11 アドアステラ 牝5栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B458＋14 〃 ハナ 14．0�
58 ブロードマリー 牝3鹿 52 三浦 皇成 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 428＋ 21：38．71� 35．4	
713 トーセンアルル 牝3栗 52

51 ☆菅原 明良島川 
哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 488＋ 41：38．91� 11．6�

611 シ ベ ー ル 牝4鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 41：39．32� 10．6
46 ワタシヲマッテル 牝6栗 55

52 ▲永野 猛蔵小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 474＋ 21：39．62 118．8�
610 ステディシュシュ 牝3鹿 52 M．デムーロ亀岡 和彦氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：39．7クビ 3．5�
47 メデタシメデタシ 牝4鹿 55 内田 博幸堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 454－ 81：39．8� 27．0�
35 � ワタシノワルツ 牝5芦 55 �島 克駿ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 510＋ 21：40．11� 296．2�
23 ピクシーカット 牝3黒鹿 52

50 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 466－ 41：40．63 19．9�
22 ハイスピリッツ 牝3黒鹿52 丸山 元気岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：41．77 30．1�
815 コスモクーシェリ 牝3芦 52

49 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 488± 01：44．0大差 249．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，028，200円 複勝： 73，830，500円 枠連： 20，305，900円
馬連： 97，061，100円 馬単： 34，630，200円 ワイド： 79，956，300円
3連複： 148，997，300円 3連単： 147，589，700円 計： 650，399，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 160円 � 410円 枠 連（7－8） 630円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，720円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 25，920円

票 数

単勝票数 計 480282 的中 � 105376（2番人気）
複勝票数 計 738305 的中 � 126065（3番人気）� 138520（1番人気）� 34960（7番人気）
枠連票数 計 203059 的中 （7－8） 24766（2番人気）
馬連票数 計 970611 的中 �� 101732（1番人気）
馬単票数 計 346302 的中 �� 16030（2番人気）
ワイド票数 計 799563 的中 �� 64689（1番人気）�� 11128（21番人気）�� 14170（16番人気）
3連複票数 計1489973 的中 ��� 18544（16番人気）
3連単票数 計1475897 的中 ��� 4128（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．5―48．2―1：00．9―1：13．2―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイコレット �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．7．25 新潟6着

2018．3．10生 牝3芦 母 プリティーキャロル 母母 グラスティアラ 7戦2勝 賞金 16，060，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモクーシェリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月27日まで平地競

走に出走できない。

14092 6月27日 曇 良 （3東京3） 第8日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時45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
1：56．1
1：56．1

良
良

68 コスモスタック 牡4黒鹿 57
54 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 470± 01：59．3 67．3�

57 ノーダブルディップ 牡3鹿 54
53 ☆菅原 明良丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 540＋ 61：59．72 5．2�

813 アンダープロット 牡3黒鹿54 田辺 裕信 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498＋10 〃 アタマ 2．3�
56 リ ゼ ブ ル ー 牝5芦 55

52 ▲原 優介飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 496± 01：59．81 54．7�
33 ミッキーパンチ 牡4栗 57 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 462－ 21：59．9� 5．3�
45 カレンレベンティス 牡3黒鹿54 津村 明秀鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 462－ 62：00．0	 5．6	
69 グレルグリーン 牡5黒鹿 57

54 ▲永野 猛蔵斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 460－ 42：00．2� 23．0

11 ニシノオイカゼ 牡3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 470－ 2 〃 クビ 17．3�
812 マイネルデステリョ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 452± 02：00．51	 12．5
22 
 アメジストヴェイグ 牡5黒鹿57 木幡 巧也成富 直行氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 506－ 32：01．03	 191．2�
711 シトラスクーラー �8鹿 57

55 ◇藤田菜七子�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 462＋ 42：01．31� 51．9�
44 ダイイチターミナル 牡7鹿 57 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 462－ 22：01．72	 266．7�
710 チャムランテソーロ �4鹿 57 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 日高 下河辺牧場 460－102：02．33	 54．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 47，674，400円 複勝： 67，692，200円 枠連： 17，022，600円
馬連： 84，436，200円 馬単： 41，131，100円 ワイド： 67，330，600円
3連複： 123，324，100円 3連単： 154，339，400円 計： 602，950，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，730円 複 勝 � 1，160円 � 190円 � 140円 枠 連（5－6） 3，790円

馬 連 �� 9，890円 馬 単 �� 32，570円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 1，920円 �� 360円

3 連 複 ��� 7，990円 3 連 単 ��� 139，340円

票 数

単勝票数 計 476744 的中 � 5663（11番人気）
複勝票数 計 676922 的中 � 9881（11番人気）� 90430（4番人気）� 175370（1番人気）
枠連票数 計 170226 的中 （5－6） 3474（13番人気）
馬連票数 計 844362 的中 �� 6616（27番人気）
馬単票数 計 411311 的中 �� 947（66番人気）
ワイド票数 計 673306 的中 �� 5680（30番人気）�� 8460（22番人気）�� 54403（3番人気）
3連複票数 計1233241 的中 ��� 11575（29番人気）
3連単票数 計1543394 的中 ��� 803（350番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―12．1―12．4―12．0―11．8―11．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．0―47．1―59．5―1：11．5―1：23．3―1：34．6―1：46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

コスモスタック �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．11．10 東京1着

2017．5．7生 牡4黒鹿 母 ファインビンテージ 母母 オークヴィンテージ 18戦2勝 賞金 16，120，000円



14093 6月27日 曇 良 （3東京3） 第8日 第9競走 ��
��1，800�

や つ が た け

八 ヶ 岳 特 別
発走14時15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

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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

11 ヴィクターバローズ 牡4鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B468－ 61：45．5 5．5�
33 アルディエンテ 牡4青 57 三浦 皇成�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 490± 01：45．71� 4．1�
78 	 プ ロ ー ス 牡5栗 57 野中悠太郎髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B512－ 21：45．8クビ 24．2�
811 ワールドスケール 牡4鹿 57 
島 克駿�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 470＋ 2 〃 クビ 3．7�
79 フェアリーグルーヴ 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 アタマ 12．8	
22 �	 ファインスティール 牝5鹿 55 菅原 明良岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

524－ 41：45．9� 39．4

810 シュバルツボンバー 6鹿 57 石川裕紀人岡田 壮史氏 本間 忍 安平 ノーザンファーム 514－ 21：46．21� 20．4�
67 フラッフィクラウド 牡4芦 57 M．デムーロ�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 474＋ 6 〃 ハナ 7．2�
55 タイセイモンストル 牡4鹿 57 吉田 豊田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474± 01：46．41� 7．7
66 マリノジュリア 牝5黒鹿55 内田 博幸�クラウン 稲垣 幸雄 日高 クラウン日高牧場 454± 01：46．6� 12．3�
44 レッドベレーザ 牝5鹿 55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 434－ 81：47．66 42．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，751，800円 複勝： 69，019，100円 枠連： 18，787，000円
馬連： 99，806，600円 馬単： 39，939，700円 ワイド： 75，978，600円
3連複： 143，451，800円 3連単： 172，461，300円 計： 668，195，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 160円 � 470円 枠 連（1－3） 1，080円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，170円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 8，640円 3 連 単 ��� 43，970円

票 数

単勝票数 計 487518 的中 � 70405（3番人気）
複勝票数 計 690191 的中 � 105397（3番人気）� 137616（1番人気）� 28049（9番人気）
枠連票数 計 187870 的中 （1－3） 13456（4番人気）
馬連票数 計 998066 的中 �� 65403（2番人気）
馬単票数 計 399397 的中 �� 11948（6番人気）
ワイド票数 計 759786 的中 �� 44310（3番人気）�� 8560（28番人気）�� 11990（22番人気）
3連複票数 計1434518 的中 ��� 12450（36番人気）
3連単票数 計1724613 的中 ��� 2843（187番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．4―11．8―11．7―11．9―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―35．1―46．9―58．6―1：10．5―1：21．9―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴィクターバローズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．7．13 中京3着

2017．3．5生 牡4鹿 母 モスカートローザ 母母 ローザロバータ 11戦3勝 賞金 37，745，000円

14094 6月27日 曇 良 （3東京3） 第8日 第10競走 ��
��1，600�

こうしゅうかいどう

甲州街道ステークス
発走14時50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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

34 ロードリバーサル 牡5鹿 57 M．デムーロ �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 21：36．5 8．9�
712 シホノレジーナ 牝4栗 55 菅原 明良村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム B514－ 4 〃 アタマ 38．7�
22 	 ニュートンテソーロ 牡4鹿 57 石橋 脩了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 WinStar
Farm, LLC 506± 01：36．71
 2．7�

47 ストームガスト 牡5黒鹿57 三浦 皇成�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 456－ 21：36．8� 23．0�
58 プリティーチャンス 牝4青鹿55 �島 克駿廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 452－161：36．9� 10．0�
35 	 ア ヴ ァ ン セ 5鹿 57 木幡 巧也飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 478＋ 21：37．0クビ 97．9	
814 オルクリスト 牡5鹿 57 柴田 善臣
日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 488＋141：37．21
 16．4�
46 サンレイファイト 牡5栗 57 斎藤 新永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 468＋ 4 〃 ハナ 63．3�
611 カフェスペランツァ 牡4鹿 57 津村 明秀西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 514＋ 6 〃 ハナ 6．3
59 � リュウノゾロ 4鹿 57 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか へいはた牧場 B478＋ 21：37．3� 103．8�
23 モダスオペランディ 牡5鹿 57 丸山 元気ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526－ 21：37．4� 18．7�
815 アントリューズ 牡5鹿 57 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 508± 01：37．61� 5．9�
713 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 488＋ 21：38．13 83．2�
610 プロスパラスデイズ 6鹿 57 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－101：38．2� 10．3�
11 � ロードアブソルート 牡5鹿 57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 442± 01：38．62� 58．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，669，800円 複勝： 89，230，400円 枠連： 32，148，000円
馬連： 158，130，500円 馬単： 55，904，500円 ワイド： 111，633，100円
3連複： 240，511，400円 3連単： 258，868，700円 計： 1，008，096，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 290円 � 670円 � 150円 枠 連（3－7） 10，310円

馬 連 �� 14，650円 馬 単 �� 23，160円

ワ イ ド �� 4，570円 �� 660円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 20，340円 3 連 単 ��� 158，910円

票 数

単勝票数 計 616698 的中 � 54953（4番人気）
複勝票数 計 892304 的中 � 72331（4番人気）� 26744（10番人気）� 198636（1番人気）
枠連票数 計 321480 的中 （3－7） 2416（25番人気）
馬連票数 計1581305 的中 �� 8363（41番人気）
馬単票数 計 559045 的中 �� 1810（74番人気）
ワイド票数 計1116331 的中 �� 6022（45番人気）�� 46046（4番人気）�� 15216（23番人気）
3連複票数 計2405114 的中 ��� 8867（65番人気）
3連単票数 計2588687 的中 ��� 1181（504番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．7―46．7―59．1―1：11．4―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードリバーサル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．8．19 札幌5着

2016．2．7生 牡5鹿 母 エルテアトロ 母母 ステラマドリッド 20戦4勝 賞金 57，842，000円

１レース目



14095 6月27日 曇 良 （3東京3） 第8日 第11競走 ��
��1，400�ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス（Ｌ）

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，2．6．27以降3．6．20まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

ウッドバイン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

611 キ ル ロ ー ド �6鹿 54 内田 博幸エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 B502＋ 21：21．3 26．4�
23 アクアミラビリス 牝5鹿 53 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 432＋ 41：21．4� 4．4�
510 ホープフルサイン 牡5黒鹿54 柴田 善臣 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B498＋ 61：21．5クビ 17．9�
35 ビッククインバイオ 牝4栗 53 	島 克駿バイオ� 新谷 功一 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 8．6�
816
 シ ヴ ァ ー ジ 牡6栗 57 田辺 裕信 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B494－ 61：21．92� 3．5	
59 リアンティサージュ 牡4栗 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 ハナ 5．3

36 レインボーフラッグ 牡8鹿 54 田中 勝春 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 ハナ 18．3�
612 ロフティフレーズ 牝6黒鹿52 武藤 雅水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 474＋ 81：22．01 64．0�
714 ノ ー ワ ン 牝5鹿 53 斎藤 新藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 飛野牧場 474－141：22．1クビ 46．4
815
 マリアズハート 牝5鹿 53 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.
Andersen 494－ 4 〃 クビ 40．1�

12 ハーフバック 牝5黒鹿51 江田 照男本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 478＋10 〃 ハナ 16．4�
48 インターミッション 牝4黒鹿53 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 414＋ 21：22．2クビ 41．4�
11 ビ リ ー バ ー 牝6黒鹿52 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 466－ 2 〃 クビ 107．4�
24 サクセッション 牡4芦 55 菅原 明良 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 クビ 20．5�
47 スイープセレリタス 牝5黒鹿52 丸山 元気 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：22．3� 14．3�
713 ランスオブプラーナ 牡5黒鹿54 熊沢 重文五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 41：23．04 69．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，315，900円 複勝： 136，312，300円 枠連： 59，919，700円
馬連： 314，366，200円 馬単： 118，093，300円 ワイド： 207，355，400円
3連複： 554，163，900円 3連単： 632，214，000円 計： 2，125，740，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 840円 � 200円 � 480円 枠 連（2－6） 3，700円

馬 連 �� 8，630円 馬 単 �� 21，580円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 7，880円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 48，340円 3 連 単 ��� 346，180円

票 数

単勝票数 計1033159 的中 � 31202（10番人気）
複勝票数 計1363123 的中 � 36127（10番人気）� 225879（2番人気）� 67310（7番人気）
枠連票数 計 599197 的中 （2－6） 12523（16番人気）
馬連票数 計3143662 的中 �� 28199（29番人気）
馬単票数 計1180933 的中 �� 4103（70番人気）
ワイド票数 計2073554 的中 �� 18900（30番人気）�� 6642（71番人気）�� 40227（12番人気）
3連複票数 計5541639 的中 ��� 8597（141番人気）
3連単票数 計6322140 的中 ��� 1324（919番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―36．2―48．1―59．2―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．2
3 11，13（3，5）4，10（6，9，12）（7，8，16）2－15，14，1 4 11，13（3，5）（4，10）（9，12，16）（6，7，8）（2，15）（14，1）

勝馬の
紹 介

キ ル ロ ー ド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．7．29 札幌2着

2015．3．3生 �6鹿 母 キルシュワッサー 母母 ナ ミ ビ ア 21戦5勝 賞金 88，093，000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 アビッグチア号・ソッサスブレイ号

14096 6月27日 雨 良 （3東京3） 第8日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時15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

815 カラーズオブラヴ 牝4黒鹿55 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－ 21：25．0 52．4�
714 コングールテソーロ 牡5鹿 57 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 488± 01：25．42 5．1�
36 �� ベストマジック 牡5鹿 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B518＋ 4 〃 アタマ 5．3�
611 マイグレーション 牡3黒鹿54 丸山 元気野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 486－ 2 〃 アタマ 24．6�
24 ユイノチャッキー 牡3栗 54 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 488－ 6 〃 ハナ 13．3�
510 マイナーズライト 牡3鹿 54 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 ハナ 8．7	
48 ヤ マ メ 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 B464± 01：25．5	 92．6

612� プリンスチャーム 
4鹿 57

56 ☆菅原 明良ゴドルフィン 栗田 徹 英 Aston Mul-
lins Stud 446＋ 21：25．71 20．4�

816 サッビアマーゴ 牡3栗 54 石川裕紀人西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 534± 01：25．8	 59．5�
12 スターファイター 牡4鹿 57 吉田 豊 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 486＋14 〃 ハナ 71．5
47 ヨシオドライヴ 牡4黒鹿57 江田 照男井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 506－ 61：26．01 123．2�
59 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 528－ 2 〃 ハナ 5．3�
35 バットオールソー 牡6栗 57 武藤 雅久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：26．1� 138．0�
11 タ シ ロ 牡4栗 57 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 518－ 81：26．84 12．2�
23 アドマイヤレビン 牡3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：27．11� 7．7�
713 ハイオプターレ 牡3栗 54 M．デムーロディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 528± 01：29．9大差 8．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，213，800円 複勝： 142，888，100円 枠連： 52，236，400円
馬連： 229，394，400円 馬単： 77，027，300円 ワイド： 178，093，200円
3連複： 376，964，200円 3連単： 400，389，900円 計： 1，558，207，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，240円 複 勝 � 1，110円 � 190円 � 230円 枠 連（7－8） 4，190円

馬 連 �� 13，420円 馬 単 �� 28，940円

ワ イ ド �� 4，030円 �� 6，300円 �� 670円

3 連 複 ��� 30，860円 3 連 単 ��� 335，970円

票 数

単勝票数 計1012138 的中 � 15448（11番人気）
複勝票数 計1428881 的中 � 25496（11番人気）� 239578（1番人気）� 173467（3番人気）
枠連票数 計 522364 的中 （7－8） 9646（18番人気）
馬連票数 計2293944 的中 �� 13245（43番人気）
馬単票数 計 770273 的中 �� 1996（95番人気）
ワイド票数 計1780932 的中 �� 11031（46番人気）�� 7012（55番人気）�� 72487（2番人気）
3連複票数 計3769642 的中 ��� 9160（105番人気）
3連単票数 計4003899 的中 ��� 864（943番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．4―47．8―59．9―1：12．1

コーナー
通過順位

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

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4黒鹿 母 ディヴォーション 母母 トウホージュディ 13戦2勝 賞金 16，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイオプターレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月27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 フォーチュネイト号・ルミエールソレイユ号・レゴリス号

４レース目



（3東京3）第8日 6月27日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

219，420，000円
3，020，000円
22，870，000円
1，350，000円
25，530，000円
75，097，000円
4，812，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
686，921，200円
1，031，952，800円
288，644，400円
1，380，590，800円
555，828，700円
1，058，550，800円
2，220，111，100円
2，485，849，600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 9，708，449，400円

総入場人員 4，533名 （有料入場人員 4，275名）



令和3年度 第3回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，379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

1，985，730，000円
32，330，000円
174，620，000円
16，480，000円
234，830，000円
6，000，000円
589，878，500円
42，506，500円
13，238，400円

勝馬投票券売得金
7，092，597，200円
9，978，815，000円
2，601，873，100円
13，746，475，700円
6，083，802，100円
10，891，927，000円
23，289，282，400円
32，227，827，500円
2，298，295，100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 108，210，895，100円

総入場延人員 36，439名 （有料入場延人員 34，493名）
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