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14001 6月4日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（4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

33 ブレッシングレイン �5鹿 60 草野 太郎 �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか チャンピオンズファーム 496－ 43：22．6 28．2�
78 マサハヤニース 牡7鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490－10 〃 クビ 2．0�
55 ファルヴォーレ 牡4芦 60 難波 剛健杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 452－ 63：23．02� 7．0�
67 ミッキーメテオ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐野田みづき氏 西田雄一郎 安平 ノーザンファーム B506－ 63：23．52� 6．2�
810 バルンストック �5黒鹿60 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 484－ 23：23．82 4．4	
11 � プ ロ ー ス 牡6栗 60 石神 深一髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 508－143：24．01	 8．8

79 プロバーティオ 牡4鹿 60 上野 翔�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 508＋ 83：24．1� 45．6�
811 アポロファントム 牡5鹿 60 金子 光希アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 456－ 43：24．95 43．3�
66 フ ル ネ ー ズ 牡4鹿 60 小野寺祐太�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 502－163：26．9大差 43．5
44 サンライズミリオン �5黒鹿60 中村 将之松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 516－ 23：28．17 103．5�
22 フォスキーア �4栗 60 蓑島 靖典山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 480－ 83：29．69 234．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，668，300円 複勝： 40，434，500円 枠連： 9，553，200円
馬連： 43，239，200円 馬単： 25，007，300円 ワイド： 38，016，500円
3連複： 73，740，600円 3連単： 104，675，900円 計： 364，335，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 400円 � 110円 � 180円 枠 連（3－7） 2，350円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 7，230円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，700円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 46，410円

票 数

単勝票数 計 296683 的中 � 8412（6番人気）
複勝票数 計 404345 的中 � 13777（6番人気）� 182453（1番人気）� 41708（3番人気）
枠連票数 計 95532 的中 （3－7） 3139（9番人気）
馬連票数 計 432392 的中 �� 13508（9番人気）
馬単票数 計 250073 的中 �� 2594（26番人気）
ワイド票数 計 380165 的中 �� 11145（9番人気）�� 5267（21番人気）�� 32478（2番人気）
3連複票数 計 737406 的中 ��� 14138（15番人気）
3連単票数 計1046759 的中 ��� 1635（137番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 51．1－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブレッシングレイン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．9．7 中山1着

2017．2．6生 �5鹿 母 レインデート 母母 Missed the Storm 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円

14002 6月4日 晴 稍重 （4東京3） 第1日 第2競走 1，400�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 グットフォーチュン 牝3鹿 54 横山 武史西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 476± 01：25．9 6．5�
610 ル チ ア 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－ 21：26．0クビ 1．4�
46 トラストベル 牝3栗 54 石川裕紀人菅波立知子氏 田村 康仁 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444＋ 21：26．21� 24．8�
23 キョウコウトッパ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 B464－ 41：26．3アタマ 4．4�
34 オースピシャス 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 イワミ牧場 452＋ 2 〃 ハナ 92．4�
22 サ ミ ュ エ ル 牝3栗 54 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 山岡ファーム 472－ 41：26．93� 42．3	
713 ニ ケ テ ア 牝3芦 54

51 ▲西塚 洸二エースレーシング 武井 亮 厚真 阿部 栄乃進 B450－ 11：27．32� 43．2

815 ティアップブランカ 牝3芦 54 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 456－ 6 〃 クビ 34．9�
11 ユキゲショウ 牝3芦 54 黛 弘人豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 456－ 21：27．83 305．2�
35 マ ジ ョ リ ー 牝3鹿 54 横山 和生ターフ・スポート勢司 和浩 日高 ナカノファーム 426＋ 21：28．22� 28．1�
611 グラッテンハーレ 牝3栗 54 木幡 育也 �YGGホースクラブ 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 458± 01：28．94 185．6�
712 ニ シ ノ ロ ゼ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 前田ファーム 450－ 41：29．0� 198．0�
59 クリノリュウグウ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 434＋ 41：29．21 548．5�
58 プリンセスロージー 牝3鹿 54 原田 和真内藤 好江氏 小桧山 悟 日高 中館牧場 482－ 21：29．3� 384．0�
814 サンマルビジュー 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 394－ 41：33．9大差 427．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 44，983，000円 複勝： 172，657，400円 枠連： 15，365，400円
馬連： 63，495，900円 馬単： 44，340，400円 ワイド： 62，292，700円
3連複： 107，624，400円 3連単： 179，563，500円 計： 690，322，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 140円 � 110円 � 280円 枠 連（4－6） 320円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 190円 �� 840円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 8，550円

票 数

単勝票数 計 449830 的中 � 55350（3番人気）
複勝票数 計1726574 的中 � 99926（3番人気）� 1353797（1番人気）� 31492（4番人気）
枠連票数 計 153654 的中 （4－6） 36521（2番人気）
馬連票数 計 634959 的中 �� 134131（2番人気）
馬単票数 計 443404 的中 �� 29953（4番人気）
ワイド票数 計 622927 的中 �� 101957（2番人気）�� 15930（9番人気）�� 29956（5番人気）
3連複票数 計1076244 的中 ��� 59316（3番人気）
3連単票数 計1795635 的中 ��� 15223（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．3―48．0―1：00．7―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グットフォーチュン �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2021．11．27 東京11着

2019．4．21生 牝3鹿 母 オービーレディー 母母 デュークソブリン 5戦1勝 賞金 5，720，000円
〔その他〕 オースピシャス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルビジュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月4日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 オースピシャス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年7月4日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 グラッテンハーレ号・クリノリュウグウ号・プリンセスロージー号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和4年8月4日まで平地競走に出走できない。

第３回 東京競馬 第１日



14003 6月4日 晴 稍重 （4東京3） 第1日 第3競走 ��1，600�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

612 ブレイクフォース 牡3栗 56 田辺 裕信水上 行雄氏 中舘 英二 安平 �橋本牧場 474－ 81：37．7 3．2�
815 ベッサスタージル 牡3鹿 56 横山 和生西森 功氏 小野 次郎 日高 ヤスナカファーム B498± 01：38．33� 7．8�
35 サヨノフィールド 牡3黒鹿56 大野 拓弥吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 日高 出口牧場 480± 01：38．72� 16．0�
59 ブレットフライ 牡3青 56 菅原 明良�マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 492± 01：38．8� 4．4�
714 グランシャーク 牡3鹿 56 菊沢 一樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 502－ 4 〃 クビ 70．5�
713 テッシトゥーラ �3鹿 56 丹内 祐次ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－201：38．9� 52．1	
23 コパノカールトン 牡3栗 56 武藤 雅小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 伊藤 敏明 542＋ 61：39．0� 10．3

48 タカラライナー 牡3栗 56 吉田 豊村山 義男氏 村田 一誠 新冠 大栄牧場 442＋ 41：39．21� 17．1�
36 マッハインファイト 牡3栗 56 黛 弘人松嶋 良治氏 武井 亮 安平 �橋本牧場 534－ 61：39．3	 166．3�
11 ヴェルトクリーガー 牡3鹿 56 杉原 誠人 �YGGホースクラブ 大和田 成 日高 ヤナガワ牧場 510＋101：39．61� 437．4
510 グリーンダイヤル 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 482－ 61：40．02� 3．6�
611 グランセザム 牡3黒鹿56 木幡 巧也飯田 訓大氏 松山 将樹 白老 習志野牧場 B470＋ 2 〃 ハナ 449．2�
12 ミユキザストロング 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大長井 純一氏 小西 一男 日高 オリオンファーム 552 ―1：40．52� 126．6�
816 テイエムボーラー �3鹿 56 野中悠太郎竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 474－ 21：41．13� 426．1�
47 シゲルアライグマ 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 中央牧場 506＋ 2 〃 クビ 274．7�
24 シャンドマルス 牡3芦 56 横山 武史 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 612 ―1：42．16 20．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，601，900円 複勝： 69，677，900円 枠連： 16，428，100円
馬連： 75，052，700円 馬単： 35，893，700円 ワイド： 72，457，400円
3連複： 119，838，100円 3連単： 130，745，900円 計： 565，695，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 210円 � 310円 枠 連（6－8） 1，030円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 380円 �� 790円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 15，180円

票 数

単勝票数 計 456019 的中 � 111172（1番人気）
複勝票数 計 696779 的中 � 161321（1番人気）� 78537（4番人気）� 46199（6番人気）
枠連票数 計 164281 的中 （6－8） 12329（4番人気）
馬連票数 計 750527 的中 �� 60275（3番人気）
馬単票数 計 358937 的中 �� 17420（4番人気）
ワイド票数 計 724574 的中 �� 53181（3番人気）�� 22738（11番人気）�� 12810（17番人気）
3連複票数 計1198381 的中 ��� 23098（15番人気）
3連単票数 計1307459 的中 ��� 6243（45番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．4―12．4―12．6―12．6―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―36．0―48．4―1：01．0―1：13．6―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイクフォース �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．8．22 新潟11着

2019．5．2生 牡3栗 母 プレシャスフラワー 母母 プレシャスキール 5戦1勝 賞金 7，260，000円
〔3走成績による出走制限〕 グランセザム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月4日まで平地競走に出走できない。

14004 6月4日 晴 良 （4東京3） 第1日 第4競走 1，400�3歳未勝利
発走11時40分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

816 ミスボニータ 牝3青 54 横山 和生 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 438－101：21．1 3．0�
12 フラッシュアーク 牝3芦 54 戸崎 圭太小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 462－ 21：21．52� 4．2�
817 ヨ ー ル 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 432－ 21：21．71� 78．4�
47 ランプロティタ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 2 〃 クビ 8．1�
24 コスモエクスプレス 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ハシモトフアーム 464－ 41：21．91 8．6	
35 マイネルエール �3栗 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 438－18 〃 クビ 55．0

36 クインズコスモス 牝3栗 54 武 豊 �ケイアイスタリオン 加藤士津八 新ひだか 松田牧場 436＋ 41：22．0クビ 28．3�
714 ジェイケイボス 牡3鹿 56 横山 典弘小谷野次郎氏 西田雄一郎 新冠 村上 欽哉 456－ 61：22．1� 6．9�
612 ツキニホエル 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹植村 仁氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 422－ 41：22．2� 233．4
59 ニシノラーナ 牝3鹿 54 野中悠太郎西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 494＋18 〃 ハナ 14．8�
11 コーディアルギフト 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 クビ 11．4�
611 ライトウェイ 牡3黒鹿56 石橋 脩畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 450－ 21：22．3� 20．5�
713 シャイニーポケット 牡3黒鹿56 勝浦 正樹小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 520－121：22．4アタマ 95．1�
715 マ ボ 牝3青鹿54 菊沢 一樹木村 廣太氏 勢司 和浩 新冠 山岡牧場 486 ― 〃 ハナ 225．2�
48 テ ス テ ッ ソ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 428± 01：22．82� 200．8�
510 インゲニウム 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵程田 真司氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 500－101：23．12 190．7�
818 ライラックジェンヌ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介吉田 智氏 和田 勇介 浦河 三好牧場 400＋101：23．42 244．0�
23 メ ガ ミ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗阿部東亜子氏 鈴木慎太郎 新ひだか 高橋 修 402＋ 41：23．6� 500．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，387，300円 複勝： 86，861，500円 枠連： 20，023，600円
馬連： 93，250，300円 馬単： 37，546，500円 ワイド： 89，320，600円
3連複： 146，378，000円 3連単： 146，045，800円 計： 673，813，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 170円 � 1，220円 枠 連（1－8） 550円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，850円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 11，210円 3 連 単 ��� 30，770円

票 数

単勝票数 計 543873 的中 � 142319（1番人気）
複勝票数 計 868615 的中 � 181144（1番人気）� 153206（2番人気）� 12204（10番人気）
枠連票数 計 200236 的中 （1－8） 27832（1番人気）
馬連票数 計 932503 的中 �� 100226（1番人気）
馬単票数 計 375465 的中 �� 22768（1番人気）
ワイド票数 計 893206 的中 �� 70687（1番人気）�� 7531（33番人気）�� 5689（38番人気）
3連複票数 計1463780 的中 ��� 9789（41番人気）
3連単票数 計1460458 的中 ��� 3441（93番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．9―11．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．5―58．0―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスボニータ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Street Boss デビュー 2021．8．14 新潟2着

2019．3．24生 牝3青 母 ロングホットサマー 母母 Hotlantic 10戦1勝 賞金 12，130，000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 キープオンラビン号・テイエムナイスラン号



14005 6月4日 晴 良 （4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

710 ノッキングポイント 牡2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464 ―1：35．3 2．7�
11 オールパルフェ 牡2鹿 54 大野 拓弥遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 462 ―1：35．83 6．3�
813 バロックダンス 牝2青鹿54 石橋 脩吉田 照哉氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 464 ―1：36．22 35．0�
22 エゾダイモン 牡2黒鹿54 武 豊藤田 晋氏 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 454 ―1：36．3� 2．9�
56 ロードスパイラル 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 462 ― 〃 クビ 25．1	
812 マツリダパーチェ 牡2鹿 54 武藤 雅髙橋 文枝氏 水野 貴広 新ひだか チャンピオンズファーム 414 ―1：36．93� 57．0

45 トーセンサウダージ 牡2鹿 54 丹内 祐次島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 492 ― 〃 ハナ 81．0�
44 ハッピーパンニャ 牡2栗 54 戸崎 圭太足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 464 ―1：37．32� 17．5
711 ベルウッドミカサ 牡2黒鹿54 木幡 巧也鈴木 照雄氏 牧 光二 新ひだか 山際牧場 446 ― 〃 アタマ 33．0�
69 スティルディマーレ 牡2鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508 ―1：37．51� 8．3�
57 クレナイピロコ 牝2栗 54

52 △永野 猛蔵長橋 賢吾氏 浅野洋一郎 新ひだか 山際セントラルスタッド 446 ―1：37．6� 164．7�
33 コンイルヴェント 牡2鹿 54 菅原 明良街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 518 ―1：38．55 63．2�
68 トーセントゥーリオ 牡2黒鹿54 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 470 ―1：38．82 147．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 87，353，200円 複勝： 76，688，200円 枠連： 14，347，000円
馬連： 85，485，200円 馬単： 44，964，100円 ワイド： 77，679，300円
3連複： 126，094，500円 3連単： 159，960，700円 計： 672，572，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 190円 � 460円 枠 連（1－7） 950円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，060円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 20，650円

票 数

単勝票数 計 873532 的中 � 262164（1番人気）
複勝票数 計 766882 的中 � 198320（1番人気）� 99381（3番人気）� 30243（7番人気）
枠連票数 計 143470 的中 （1－7） 11595（4番人気）
馬連票数 計 854852 的中 �� 61489（4番人気）
馬単票数 計 449641 的中 �� 18106（6番人気）
ワイド票数 計 776793 的中 �� 51779（3番人気）�� 18174（11番人気）�� 9502（21番人気）
3連複票数 計1260945 的中 ��� 15355（21番人気）
3連単票数 計1599607 的中 ��� 5616（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―36．1―48．9―1：01．6―1：13．0―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．7
3 1，6（2，7）10，3，12（5，13）－（8，9）11，4 4 ・（1，6）（2，7）10，3（5，12）13－9（8，4）11

勝馬の
紹 介

ノッキングポイント �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．1．30生 牡2栗 母 チェッキーノ 母母 ハッピーパス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

14006 6月4日 晴 良 （4東京3） 第1日 第6競走 ��1，300�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

24 オーロラアーク 牝3芦 54 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 豊洋牧場 434± 01：19．0 2．6�
35 モントブレッチア 牝3黒鹿54 横山 武史藤澤眞佐子氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 442－ 4 〃 クビ 13．0�
59 ハピネスガッサン 牝3栗 54 武藤 雅西村 專次氏 田島 俊明 浦河 中脇 満 420＋ 41：19．1� 10．4�
48 ミニョンルミエール 牝3栗 54 柴田 大知 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 マリオステー

ブル 434－ 81：19．73� 3．8�
510 シャーマエスパーダ 牡3鹿 56 石川裕紀人西森 功氏 高橋 裕 浦河 �川 啓一 490＋181：19．8� 14．5�
36 ピースオンアース 牡3黒鹿56 江田 照男グリーンスウォード小笠 倫弘 新冠 アサヒ牧場 484－ 41：20．0� 106．3	
47 ダノンブルズアイ 牡3鹿 56 菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 B464＋ 61：20．42� 102．9

713 イロハニオエ 牝3栗 54 松岡 正海松本 俊廣氏 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 492＋ 4 〃 ハナ 6．0�
815 チョウザメノコ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人矢野 琢也氏 天間 昭一 日高 サンバマウン
テンファーム 462－ 21：20．5クビ 64．7�

11 ペイシャワキア 牡3栗 56
55 ☆秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 434－ 21：20．6� 6．6

714 ジュンオーズ 牡3鹿 56 大庭 和弥河合 純二氏 勢司 和浩 熊本 本田 土寿 438＋ 21：20．81� 139．1�
611 オーケーキャンティ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介小野 建氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 440－ 61：21．01� 378．7�
816� スプリームメロディ 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵新木 鈴子氏 伊藤 大士 米
Mshawish Syn-
dicate & Chris
Girdley

434－ 21：21．1� 329．0�
23 サ ラ ー ラ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 404＋121：21．31	 286．4�
612 ビルボードライブ 牝3鹿 54 嶋田 純次安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 426＋ 61：21．4クビ 301．5�
12 リキサンウィン 牝3黒鹿54 岩部 純二 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 486＋ 41：22．99 225．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，439，000円 複勝： 67，000，900円 枠連： 16，299，600円
馬連： 75，288，900円 馬単： 38，008，400円 ワイド： 73，816，400円
3連複： 121，808，900円 3連単： 152，437，200円 計： 591，099，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 350円 � 300円 枠 連（2－3） 1，720円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 820円 �� 440円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 6，380円 3 連 単 ��� 23，200円

票 数

単勝票数 計 464390 的中 � 140821（1番人気）
複勝票数 計 670009 的中 � 184439（1番人気）� 39157（6番人気）� 47494（5番人気）
枠連票数 計 162996 的中 （2－3） 7328（8番人気）
馬連票数 計 752889 的中 �� 27235（9番人気）
馬単票数 計 380084 的中 �� 8472（14番人気）
ワイド票数 計 738164 的中 �� 23012（10番人気）�� 46606（4番人気）�� 6722（22番人気）
3連複票数 計1218089 的中 ��� 14308（20番人気）
3連単票数 計1524372 的中 ��� 4762（74番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．4―30．6―42．9―55．2―1：07．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーロラアーク �
�
父 クリエイターⅡ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．11．6 東京2着

2019．4．8生 牝3芦 母 ユニバーサルビーチ 母母 サウンドザビーチ 7戦1勝 賞金 15，050，000円
〔制裁〕 オーロラアーク号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金70，000円。

追 加 記 事（第 2回東京競馬第 12 日第 4競走）
〔その他〕　　スリールトウショウ号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



14007 6月4日 晴 良 （4東京3） 第1日 第7競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （芝・左）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

55 サ リ エ ラ 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 422－ 22：02．0 1．4�
88 テイエムオードリー 牝3青鹿 52

49 ▲横山 琉人竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 460± 0 〃 クビ 22．9�
66 エレガントチャーム 牝5鹿 55 横山 和生�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 478－ 62：02．1クビ 20．7�
22 レッドペルーシュ 牝5鹿 55

53 △永野 猛蔵 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 432＋ 82：02．41� 26．8�
44 シャインユニバンス 牝4鹿 55 菅原 明良亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 426＋ 2 〃 クビ 22．0	
11 � サイモンベラーノ 牝5栗 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 474＋ 22：02．5� 64．7

89 ク オ ン タ ム 牝4芦 55 松岡 正海�ミルファーム 村田 一誠 浦河 猿橋 義昭 438－ 42：02．82 95．6�
33 ビーナスローズ 牝3鹿 52 横山 武史 �ローレルレーシング 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 440＋ 22：03．01 2．7�

77 � ララサンパティック 牝5鹿 55 黛 弘人フジイ興産� 和田 雄二 日高 下河辺牧場 468－102：04．710 219．3
（法942）

（9頭）

売 得 金
単勝： 53，935，400円 複勝： 118，890，800円 枠連： 11，321，000円
馬連： 62，503，500円 馬単： 53，634，900円 ワイド： 49，280，200円
3連複： 84，856，800円 3連単： 239，962，900円 計： 674，385，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 400円 � 330円 枠 連（5－8） 1，070円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 590円 �� 420円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 10，200円

票 数

単勝票数 計 539354 的中 � 294053（1番人気）
複勝票数 計1188908 的中 � 775631（1番人気）� 28694（6番人気）� 35788（4番人気）
枠連票数 計 113210 的中 （5－8） 8191（4番人気）
馬連票数 計 625035 的中 �� 34924（4番人気）
馬単票数 計 536349 的中 �� 21795（6番人気）
ワイド票数 計 492802 的中 �� 21654（7番人気）�� 32168（2番人気）�� 7502（15番人気）
3連複票数 計 848568 的中 ��� 17016（10番人気）
3連単票数 計2399629 的中 ��� 17047（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．9―38．7―51．3―1：03．8―1：16．0―1：28．2―1：39．2―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

サ リ エ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lomitas デビュー 2021．11．28 東京1着

2019．1．28生 牝3鹿 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 2戦2勝 賞金 14，700，000円

14008 6月4日 晴 良 （4東京3） 第1日 第8競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

611 エ ル パ ソ 牡3黒鹿54 三浦 皇成�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 456＋ 21：36．8 2．0�
12 サトミノマロン 牡3栗 54 武 豊田代 洋己氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 524± 01：37．33 8．0�
612 ト リ グ ラ フ 牡3鹿 54

51 ▲原 優介山口 裕介氏 松山 将樹 浦河 鵜木 唯義 440－ 21：37．51 23．6�
23 レッドラパルマ 牡3鹿 54 横山 武史 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 486－ 2 〃 クビ 4．6�
714 トーセンインディゴ 牡4鹿 57 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 470± 01：37．71� 15．1	
35 パーカッション 牡3青 54 C．ルメール 
キャロットファーム 田中 博康 安平 ノーザンファーム 542－ 61：37．91� 8．8�
24 サイモンルグラン 牡5鹿 57 戸崎 圭太澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 500－ 4 〃 クビ 67．3�
713 ノクターナリティ 牡3黒鹿54 内田 博幸ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B472－ 21：38．0クビ 381．9
47 タイセイジャスパー 牡3栗 54

52 △永野 猛蔵田中 成奉氏 伊藤 圭三 新冠 カミイスタット 496－ 2 〃 クビ 20．1�
59 ノームストリーム 牡4鹿 57 石橋 脩水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 B508＋ 21：38．1クビ 75．8�
816 ドンレパルス 牡3栗 54 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514＋ 21：38．52� 35．8�
510 イスカンダル 牡3鹿 54

51 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 元道牧場 460＋101：38．6� 14．3�
48 ガーディアンベル 牡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 牧 光二 新ひだか 田原橋本牧場 486＋121：38．91� 111．9�
11 アルマイナンナ 牝5芦 55 菅原 明良コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 458＋161：39．0� 212．9�
815 ジーガーオーシャン 牡4黒鹿 57

54 ▲佐々木大輔
ジーガー 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 486－ 21：40．06 447．2�
36 ミッキーエイト 牡3栗 54 田辺 裕信野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか ウエスタンファーム 468＋ 41：40．11 113．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，204，600円 複勝： 83，264，000円 枠連： 20，571，300円
馬連： 106，869，000円 馬単： 44，581，400円 ワイド： 99，222，200円
3連複： 169，391，900円 3連単： 189，383，900円 計： 773，488，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 220円 � 380円 枠 連（1－6） 1，080円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 480円 �� 620円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 16，760円

票 数

単勝票数 計 602046 的中 � 234943（1番人気）
複勝票数 計 832640 的中 � 227511（1番人気）� 89844（3番人気）� 40897（7番人気）
枠連票数 計 205713 的中 （1－6） 14672（4番人気）
馬連票数 計1068690 的中 �� 76142（3番人気）
馬単票数 計 445814 的中 �� 20419（5番人気）
ワイド票数 計 992222 的中 �� 56417（3番人気）�� 41800（7番人気）�� 10523（25番人気）
3連複票数 計1693919 的中 ��� 22112（20番人気）
3連単票数 計1893839 的中 ��� 8190（46番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．0―11．7―12．1―12．5―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．9―35．9―47．6―59．7―1：12．2―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ル パ ソ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．6．19 東京15着

2019．4．9生 牡3黒鹿 母 ゴールドカルラ 母母 ハッピーマキシマム 9戦2勝 賞金 24，508，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 トミケンベレムド号



14009 6月4日 晴 良 （4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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

88 エンドロール 牡3黒鹿53 永野 猛蔵石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 454－ 42：25．9 7．6�
77 メイショウウネビ 牡3鹿 53 富田 暁松本 好雄氏 本田 優 浦河 宮内牧場 460－ 22：26．43 6．5�
33 アケルナルスター 牡3青鹿53 丹内 祐次永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 460± 02：27．57 3．0�
22 ヴィトーリア 牡4黒鹿57 横山 典弘寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 446＋ 42：27．71� 1．8�
55 ナ ミ ブ �6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－ 82：27．8� 113．3�
66 ミッキーストロング 牡3栗 53 秋山 稔樹野田みづき氏 大竹 正博 日高 白井牧場 532－102：28．11� 30．8	
11 タスマンハイウェイ �4黒鹿57 内田 博幸吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム B526± 0 〃 クビ 30．9

44 ラインメッセージ 牡3鹿 53 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 B488＋ 22：29．9大差 36．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 46，706，900円 複勝： 54，807，900円 枠連： 発売なし
馬連： 66，564，000円 馬単： 42，118，700円 ワイド： 40，687，400円
3連複： 88，063，400円 3連単： 227，070，600円 計： 566，018，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 220円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 410円 �� 320円 �� 280円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 9，130円

票 数

単勝票数 計 467069 的中 � 49074（4番人気）
複勝票数 計 548079 的中 � 56897（4番人気）� 62255（3番人気）� 88075（2番人気）
馬連票数 計 665640 的中 �� 31573（6番人気）
馬単票数 計 421187 的中 �� 8711（14番人気）
ワイド票数 計 406874 的中 �� 23849（6番人気）�� 32458（5番人気）�� 38975（4番人気）
3連複票数 計 880634 的中 ��� 73064（3番人気）
3連単票数 計2270706 的中 ��� 18025（31番人気）

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

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―24．2―36．6―48．8―1：01．1―1：13．3―1：25．5―1：37．6―1：49．6―2：02．0―2：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．3
1
3
1（4，6）－7＝8－5＝3－2・（1，4）－6－7－8＝5－2，3

2
4
1－4－6－7－8＝5＝3－2・（1，4）－6，7－8＝5－2，3

勝馬の
紹 介

エンドロール �

父 ガ ル ボ �


母父 チチカステナンゴ デビュー 2021．8．29 札幌5着

2019．5．8生 牡3黒鹿 母 トゥファーアウェイ 母母 クレープシュゼット 12戦2勝 賞金 20，089，000円

14010 6月4日 晴 良 （4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，R3．6．5以降R4．5．29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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

711 ア ネ ゴ ハ ダ 牝3青鹿52 菅原 明良岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 436± 01：20．1 2．1�

68 � ル ル ロ ー ズ 牝4栗 52 杉原 誠人的場 徹氏 伊藤 大士 浦河 浦河小林牧場 464－ 21：20．63 16．4�
33 ソ ウ テ ン 牡3鹿 53 横山 武史林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：20．81� 3．3�
812 ゲンパチアイアン 牡5鹿 54 丹内 祐次平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 飛野牧場 484－ 21：21．11� 106．9�
56 ウィスパリンホープ 牝5鹿 53 横山 和生�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 498＋ 2 〃 アタマ 6．4�
44 � マテンロウアレス �4鹿 52 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 486－ 31：21．2	 10．8	
813� トゥインクルリーフ 牝6鹿 51 富田 暁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか ウエスタンファーム 466＋ 4 〃 アタマ 142．5

22 ノックオンウッド �4黒鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 B498－ 21：21．3クビ 31．6�
57 オータムレッド 牝5栗 51 嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450－ 41：21．4� 185．8
69 メイショウゲンセン 牝5青鹿53 武 豊松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 太陽牧場 430＋ 21：21．61� 8．9�
710 コスモヨハネ 牡10栗 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 490± 01：21．7� 281．9�
45 ドラゴンズバック 牡5鹿 51 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 476＋ 41：22．55 305．7�
11 ライクアジュエリー 牝5鹿 52 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム B454－ 6 〃 アタマ 113．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 74，215，700円 複勝： 78，804，900円 枠連： 24，460，400円
馬連： 145，746，300円 馬単： 62，958，900円 ワイド： 97，620，000円
3連複： 205，440，000円 3連単： 281，430，500円 計： 970，676，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 250円 � 130円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 540円 �� 210円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 7，200円

票 数

単勝票数 計 742157 的中 � 274410（1番人気）
複勝票数 計 788049 的中 � 208986（1番人気）� 54434（6番人気）� 167961（2番人気）
枠連票数 計 244604 的中 （6－7） 29641（2番人気）
馬連票数 計1457463 的中 �� 70890（8番人気）
馬単票数 計 629589 的中 �� 21425（8番人気）
ワイド票数 計 976200 的中 �� 41999（8番人気）�� 137912（1番人気）�� 35638（9番人気）
3連複票数 計2054400 的中 ��� 106648（3番人気）
3連単票数 計2814305 的中 ��� 28331（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．5―45．8―57．0―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．3
3 2，12（5，8）（1，11）（3，7）6（10，13）－4－9 4 2－12－（5，8）（1，11）（3，7）6（10，13）－4－9

勝馬の
紹 介

ア ネ ゴ ハ ダ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2021．7．24 新潟1着

2019．5．11生 牝3青鹿 母 イニシャルダブル 母母 ウォートルベリー 9戦3勝 賞金 54，908，000円



14011 6月4日 晴 良 （4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 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

510 アドマイヤルプス 	5栗 57 C．ルメール 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 548± 01：35．5 2．0�
713 ホールシバン 牡4鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 534＋ 61：36．13
 14．9�
48 メイショウウズマサ 牡6黒鹿59 岩田 康誠松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 502－ 21：36．2
 22．8�
36 ハギノアレグリアス 牡5鹿 57 富田 暁日隈 良江氏 四位 洋文 新ひだか 岡田スタツド 486＋16 〃 
 24．0�
816 マテンロウスパーク 牡5黒鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 B508－ 41：36．3� 23．6�
12 サ ヴ ァ 牡4黒鹿57 石橋 脩藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 516－101：36．4クビ 20．7�
24 ブランクチェック 牝5栗 55 大野 拓弥ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486± 0 〃 アタマ 7．7	
23 � スマッシングハーツ 牡6鹿 59 武 豊前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－ 4 〃 アタマ 6．4

35  コラルノクターン 牡5鹿 57 菅原 明良グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC 510＋ 2 〃 ハナ 26．8�
612 ゴールドレガシー 牡4栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：36．5クビ 9．9
47 アッシェンプッテル 牝6鹿 55 木幡 巧也 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム B508－ 41：36．71
 156．1�
714 ホウオウトゥルース 	6栗 57 横山 和生小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472± 01：36．91� 96．9�
59 ジュランビル 牝6黒鹿55 菊沢 一樹村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 466＋ 21：37．11� 165．1�
611 デュードヴァン 牡5鹿 57 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 池添 学 日高 下河辺牧場 B480＋121：37．2
 12．6�
11 ローズプリンスダム 	8青鹿58 永野 猛蔵岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 466＋ 61：37．72
 385．5�
815� クーファピーカブー 牝6栗 55 丹内 祐次大迫 正善氏 中村 直也 新冠 川島牧場 476＋ 2 （競走中止） 314．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 145，501，000円 複勝： 182，793，000円 枠連： 69，684，600円
馬連： 334，886，400円 馬単： 136，801，600円 ワイド： 260，840，100円
3連複： 583，960，900円 3連単： 680，864，000円 計： 2，395，331，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 440円 � 460円 枠 連（5－7） 1，950円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 900円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 15，610円 3 連 単 ��� 58，340円

票 数

単勝票数 計1455010 的中 � 556001（1番人気）
複勝票数 計1827930 的中 � 529055（1番人気）� 82425（8番人気）� 78557（9番人気）
枠連票数 計 696846 的中 （5－7） 27589（7番人気）
馬連票数 計3348864 的中 �� 100058（8番人気）
馬単票数 計1368016 的中 �� 23599（13番人気）
ワイド票数 計2608401 的中 �� 62107（10番人気）�� 76898（7番人気）�� 13265（50番人気）
3連複票数 計5839609 的中 ��� 28053（52番人気）
3連単票数 計6808640 的中 ��� 8461（177番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．6―47．5―59．4―1：11．3―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 ・（8，10）（2，4，13）（6，9，11）－16，1，5（3，7）12－14 4 8，10，13，4，11（2，9，16）6（1，5）（3，7）12－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤルプス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．9 東京5着

2017．2．11生 	5栗 母 カールファターレ 母母 エルフィンフェザー 12戦5勝 賞金 95，959，000円
〔競走中止〕 クーファピーカブー号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 サヴァ号の騎手石橋脩は，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：12番・9番）

スマッシングハーツ号の騎手武豊は，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：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 アーデントリー号・エイコーン号・キタノヴィジョン号・グラティアス号・グレートウォリアー号・

サンライズラポール号・スマートアルタイル号・ダノンテイオー号・ハギノアトラス号・ハヤブサナンデクン号・
ペオース号・ベルダーイメル号・レザネフォール号

14012 6月4日 晴 良 （4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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 プエルタデルソル 牡8栗 57 横山 典弘前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476－ 21：24．2 19．0�

815 ゲンパチマイティー 牡5鹿 57 内田 博幸平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B512－18 〃 クビ 19．2�
510 イサチルプリンス �4黒鹿57 菅原 明良小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 486－ 61：24．3� 28．0�
59 ジョイウイン 牡5栗 57 岩田 康誠石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 492－ 61：24．51 7．2�
714� スズカユース 牝6栗 55 原田 和真永井 啓弍氏 堀内 岳志 新ひだか グランド牧場 B460± 01：24．6� 235．4�
816 ミユキアイラブユー 牡3鹿 54

52 △永野 猛蔵長井 純一氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 568＋ 8 〃 クビ 2．6�
611	 タイミングナウ �6鹿 57 武 豊	キーファーズ 四位 洋文 米 KatieRich

Farms 476－ 41：24．7� 6．2

23 グーテンモルゲン 牡6鹿 57 勝浦 正樹薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 518－ 21：24．8クビ 128．6�
48 キタノエクスプレス 牡4鹿 57 津村 明秀北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 504± 01：24．9
 3．5�
36 サブロンカズマ 牡4鹿 57 江田 照男合同会社雅苑興業 深山 雅史 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：25．0� 172．6
11 ミツカネプリンス 牡5芦 57 横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 456＋ 41：25．1� 16．9�
612 インナーアリュール 牡5鹿 57

54 ▲原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 468－16 〃 ハナ 44．6�
47 トミケンカラバティ 牡4鹿 57 田辺 裕信佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 442－10 〃 アタマ 35．0�
35 バーンパッション 牡5黒鹿57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 474－ 41：25．42 202．2�
713 トリッチトラッチ 牝5芦 55

52 ▲小林 凌大ライオンレースホース	 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B438－ 21：26．14 87．5�
24 � リワードノルン 牝6黒鹿 55

52 ▲西塚 洸二宮﨑 冴子氏 村田 一誠 浦河 有限会社
リワード B472－ 61：27．05 150．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，539，800円 複勝： 132，872，200円 枠連： 45，487，400円
馬連： 190，029，800円 馬単： 79，354，500円 ワイド： 188，811，900円
3連複： 330，573，300円 3連単： 384，185，100円 計： 1，454，854，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 510円 � 670円 � 570円 枠 連（1－8） 1，020円

馬 連 �� 16，490円 馬 単 �� 38，240円

ワ イ ド �� 3，800円 �� 4，840円 �� 5，620円

3 連 複 ��� 100，410円 3 連 単 ��� 560，430円

票 数

単勝票数 計1035398 的中 � 43385（6番人気）
複勝票数 計1328722 的中 � 70566（6番人気）� 51436（8番人気）� 61799（7番人気）
枠連票数 計 454874 的中 （1－8） 34513（6番人気）
馬連票数 計1900298 的中 �� 8929（37番人気）
馬単票数 計 793545 的中 �� 1556（80番人気）
ワイド票数 計1888119 的中 �� 12858（35番人気）�� 10061（41番人気）�� 8646（44番人気）
3連複票数 計3305733 的中 ��� 2469（187番人気）
3連単票数 計3841851 的中 ��� 497（957番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．3―58．6―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プエルタデルソル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．6．26 阪神8着

2014．3．20生 牡8栗 母 クリニエルドゥオル 母母 Color of Gold 48戦4勝 賞金 83，056，000円



（4東京3）第1日 6月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 167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

209，420，000円
4，220，000円
21，900，000円
1，200，000円
26，540，000円
74，898，000円
5，241，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
792，536，100円
1，164，753，200円
263，541，600円
1，342，411，200円
645，210，400円
1，150，044，700円
2，157，770，800円
2，876，326，000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 10，392，594，000円

総入場人員 12，444名 （有料入場人員 12，047名）
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