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15001 6月6日 晴 良 （2阪神3） 第1日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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

不良
不良

816 ペイシャノリッジ 牝3鹿 54 松若 風馬北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 420＋ 21：26．2 6．0�
612 フィナールショコラ 牝3黒鹿54 松山 弘平吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 412＋ 21：26．52 8．4�
713 ワークアンドビート 牝3青鹿54 坂井 瑠星小林 祥晃氏 矢作 芳人 浦河 酒井牧場 B482＋101：26．6� 4．2�
12 トレッファー 牝3栗 54 武 豊 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 422－ 61：26．81 10．6�
36 ヴィータブリランテ 牝3栗 54 川須 栄彦�三嶋牧場 寺島 良 浦河 三嶋牧場 464－ 21：27．11� 5．4�
611 グッドラックスター 牝3青鹿54 藤岡 康太�嶋 孝司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 440－ 81：27．2� 2．7	
510 トウアトリア 牝3栗 54

53 ☆団野 大成原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 414± 01：27．62� 137．5

48 ブロックチェーン 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 452 ― 〃 ハナ 150．1�
24 ジューンチキータ 牝3栗 54 松田 大作吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 21：27．7� 122．6
11 ワイルドチャイルド 牝3黒鹿54 藤井勘一郎 �ニッシンホール

ディングス 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 440－ 21：28．12� 30．4�
714 クレイジーキルト 牝3黒鹿54 荻野 極吉田 和美氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 430＋ 81：28．41� 224．4�
35 メイショウウタヒメ 牝3黒鹿54 国分 優作松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 本巣 敦 416－ 41：28．82� 344．5�
23 サフランハピネス 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 410± 01：29．22� 245．7�
59 ウィスキーキャット 牝3鹿 54 酒井 学天野 克彦氏 長谷川浩大 浦河 ダイヤモンドファーム 422－ 41：29．73 195．9�
47 メイショウカムナビ 牝3黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 464 ―1：30．02 72．6�

（15頭）
815 トウケイミラ 牝3鹿 54 �島 良太木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，194，900円 複勝： 60，680，000円 枠連： 10，223，300円
馬連： 60，658，100円 馬単： 29，161，100円 ワイド： 52，331，100円
3連複： 94，584，600円 3連単： 108，153，800円 計： 445，986，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 270円 � 180円 枠 連（6－8） 660円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 730円 �� 470円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 19，950円

票 数

単勝票数 計 301949 的中 � 40209（4番人気）
複勝票数 計 606800 的中 � 91107（4番人気）� 51506（5番人気）� 95199（2番人気）
枠連票数 計 102233 的中 （6－8） 11855（3番人気）
馬連票数 計 606581 的中 �� 19431（11番人気）
馬単票数 計 291611 的中 �� 4685（21番人気）
ワイド票数 計 523311 的中 �� 17779（11番人気）�� 29591（5番人気）�� 22833（8番人気）
3連複票数 計 945846 的中 ��� 24306（11番人気）
3連単票数 計1081538 的中 ��� 3929（73番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．3―12．3―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．2―59．5―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F39．0
3 ・（2，6）－（11，8）－12（1，13，16）10－（5，9）4，3－7，14 4 ・（2，6，8）（11，16）（12，13）－10，1，9，5，4－3－14，7

勝馬の
紹 介

ペイシャノリッジ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．2．29 阪神2着

2017．4．17生 牝3鹿 母 ハイノリッジ 母母 ゴールドグレース 5戦1勝 賞金 11，310，000円
〔出走取消〕 トウケイミラ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 メイショウカムナビ号は，枠入り不良。
〔3走成績による出走制限〕 メイショウウタヒメ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダノンボヌール号
（非抽選馬） 3頭 アマデトワール号・サイレントスウープ号・プチルミエール号

15002 6月6日 晴 良 （2阪神3） 第1日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．6

重
重

816 オーヴァーネクサス 牡3鹿 56 国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 486－ 41：54．6 19．3�

36 クリノキングボス 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 474＋ 21：55．45 6．5�
510 シャーベットフィズ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 462－ 21：56．14 3．8�
611 メイショウヨカゼ 牡3栗 56 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 506－ 41：56．31� 15．3�
59 オウケンブリザード 牡3青鹿56 松田 大作福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 辻 牧場 B492－ 41：56．4� 10．7�
612 ク レ ア ー レ 牡3鹿 56 藤井勘一郎池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 460－ 4 〃 クビ 3．9	
48 グレイトムーン 牡3黒鹿56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 千歳 社台ファーム 472－ 41：56．82� 5．1

815 ロワシャンパーニュ 牡3青鹿56 西村 淳也大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 428± 01：57．65 24．1�
11 メイショウウラコイ 牡3鹿 56 中井 裕二松本 好雄氏 坂口 智康 浦河 林 孝輝 452＋ 61：57．7クビ 244．5�
713 メイショウバンカン 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 450＋ 2 〃 ハナ 22．1
12 ソ イ ル 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心 �ローレルレーシング 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 486 ―1：57．9� 169．3�
47 ク サ ナ ギ �3栗 56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 浦河 カナイシスタッド B466＋ 21：58．43 282．4�
714 ニホンピロリーズン 牡3鹿 56 岩崎 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 466± 0 〃 アタマ 28．5�
24 ブレイヴサウンド 牡3栗 56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 500－ 2 〃 クビ 29．5�
35 テンカウント 牡3芦 56 荻野 極藤井聡一郎氏 高橋 義忠 新ひだか チャンピオンズファーム 502－101：58．93 348．0�
23 クリスリターン 牡3栗 56 和田 竜二松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 B474＋ 82：00．39 114．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，714，100円 複勝： 59，534，000円 枠連： 11，974，500円
馬連： 65，610，500円 馬単： 29，051，200円 ワイド： 59，269，500円
3連複： 98，161，800円 3連単： 92，102，200円 計： 449，417，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 580円 � 210円 � 150円 枠 連（3－8） 3，760円

馬 連 �� 8，520円 馬 単 �� 6，900円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 2，250円 �� 510円

3 連 複 ��� 11，280円 3 連 単 ��� 101，780円

票 数

単勝票数 計 337141 的中 � 13904（7番人気）
複勝票数 計 595340 的中 � 19529（9番人気）� 72948（4番人気）� 132436（1番人気）
枠連票数 計 119745 的中 （3－8） 2464（17番人気）
馬連票数 計 656105 的中 �� 5967（31番人気）
馬単票数 計 290512 的中 �� 3156（31番人気）
ワイド票数 計 592695 的中 �� 7592（27番人気）�� 6493（30番人気）�� 32288（3番人気）
3連複票数 計 981618 的中 ��� 6524（44番人気）
3連単票数 計 921022 的中 ��� 656（350番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．2―12．6―12．6―12．9―13．0―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．3―49．9―1：02．5―1：15．4―1：28．4―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オーヴァーネクサス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2020．5．16 京都11着

2017．3．7生 牡3鹿 母 オーヴァーアンダー 母母 Princess Mitterand 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリスリターン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月6日まで平地競走に

出走できない。

第３回 阪神競馬 第１日



15003 6月6日 晴 良 （2阪神3） 第1日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時55分 （ダート・右）
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
1：08．8
1：08．7

重
重

612� アメリカンニーニャ 牝3鹿 54 川田 将雅吉澤 克己氏 石坂 公一 米
Catherine Jen-
nings & Marian
Kuhatschek

514＋ 41：13．1 3．0�
713 ワンダーカムラング 牡3黒鹿56 川須 栄彦山本 能成氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 B466－ 41：13．42 6．6�
815 ゴッドカーヌスティ 牝3鹿 54 藤岡 康太中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 466＋ 4 〃 クビ 48．9�
24 ヴ ェ ー ラ 牡3芦 56 吉田 隼人山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 492－121：13．5クビ 2．8�
59 ヒロシゲペッパー 牡3栗 56

55 ☆富田 暁�岡 隆氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B478＋ 41：13．71� 6．6�
510 マーブルレディー 牝3鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 446＋ 21：14．01	 20．5	
611 プリンスオブジオン 牡3青鹿56 中井 裕二萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 438－ 41：14．21 88．9

35 シゲルガリレオ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 日高 若林 順一 460＋ 41：14．41 27．3�
12 ヌ オ ー ヴ ォ 
3黒鹿56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 日高 日高大洋牧場 454－ 21：14．82� 12．7
816 フェルトオンブレ 牡3鹿 56 加藤 祥太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 木村牧場 456＋ 21：15．01� 42．2�
714� モズデコレーション 牝3鹿 54 松若 風馬 �キャピタル・システム 松下 武士 米 Waymore

LLC 466－121：15．1� 76．4�
23 イサチルキンノホシ 牡3栗 56 秋山真一郎小坂 功氏 大根田裕之 新冠 八島 夕起子 488＋ 41：15．2	 51．9�
48 メイショウレイゲツ 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 安達 昭夫 様似 中脇 一幸 474－ 61：15．83� 71．9�
47 ミモザアカシア 牝3黒鹿54 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 カケハムポニークラブ 500＋181：15．9� 295．3�
36 デルマタンザナイト 牝3栗 54 小崎 綾也浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 426＋ 61：16．53� 628．4�
11 スリーシャトー 牡3鹿 56 藤井勘一郎永井商事� 西橋 豊治 平取 オークツリー

ファーム 432－10 〃 クビ 525．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，211，700円 複勝： 59，066，500円 枠連： 10，662，300円
馬連： 62，473，100円 馬単： 28，653，000円 ワイド： 55，749，900円
3連複： 93，167，900円 3連単： 111，689，900円 計： 457，674，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 230円 � 960円 枠 連（6－7） 1，000円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，140円 �� 4，730円

3 連 複 ��� 12，310円 3 連 単 ��� 35，310円

票 数

単勝票数 計 362117 的中 � 95945（2番人気）
複勝票数 計 590665 的中 � 153356（1番人気）� 62306（4番人気）� 10968（9番人気）
枠連票数 計 106623 的中 （6－7） 8223（4番人気）
馬連票数 計 624731 的中 �� 44030（4番人気）
馬単票数 計 286530 的中 �� 13561（3番人気）
ワイド票数 計 557499 的中 �� 36554（2番人気）�� 6386（19番人気）�� 2838（39番人気）
3連複票数 計 931679 的中 ��� 5673（35番人気）
3連単票数 計1116899 的中 ��� 2293（103番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．1―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．5―47．6―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンニーニャ �
�
父 Carpe Diem �

�
母父 Mineshaft デビュー 2019．10．5 東京6着

2017．3．30生 牝3鹿 母 Mane Princess 母母 Extended Applause 7戦1勝 賞金 13，700，000円
〔制裁〕 プリンスオブジオン号の騎手中井裕二は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ニホンピロデュラン号・メイショウワダマ号
（非抽選馬） 1頭 セイウンヒュージ号

15004 6月6日 晴 良 （2阪神3） 第1日 第4競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時25分 （芝・右）
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
1：57．2
1：56．1

良
良

36 エールブラーヴ 牡3黒鹿56 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 458－ 22：02．1 20．1�
59 ラズルダズル 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B452＋ 42：02．41� 4．1�
713 ウィズダイヤモンズ 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 408＋ 82：02．5� 6．2�
35 ヤマカツパトリシア 牝3青 54

53 ☆斎藤 新山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 2 〃 ハナ 4．6�
48 リンドブラッド 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 8 〃 クビ 6．4	

23 ピエナアルティシア 牝3鹿 54
53 ☆富田 暁本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 452± 02：03．03 114．8


11 レイワハルカ 	3黒鹿 56
55 ☆団野 大成松岡 研司氏 高柳 大輔 日高 宝寄山 拓樹 416－28 〃 ハナ 125．6�

24 ネイプルスイエロー 牡3青 56 坂井 瑠星 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－ 22：03．21� 65．8�

47 アスターファゴット 牡3鹿 56 
島 良太加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 492－ 6 〃 クビ 79．4
510 ペプチドヒミコ 牝3栗 54 藤岡 佑介沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 456± 02：03．41 5．0�
12 マ ス テ ィ マ 牡3鹿 56 菱田 裕二山口 敦広氏 上村 洋行 新ひだか 酒井 亨 470－ 62：03．5� 20．0�
612 マテラジニアス 牡3芦 56 幸 英明大野 照旺氏 浜田多実雄 えりも 寺井 文秀 466－ 82：04．03 76．6�
714 エイシンジャスミン 牝3栗 54 藤井勘一郎�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 448＋ 2 〃 クビ 88．3�
611 シセイイワイ 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 430－ 2 〃 アタマ 37．0�
815� メイショウロールス 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 愛
Orchardstown
Farms & Stone
Farm

474－ 42：04．1クビ 393．0�
816 ハーレムシャドウ 牡3鹿 56 西村 淳也飯塚 知一氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 480－122：04．63 11．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，855，300円 複勝： 57，007，400円 枠連： 10，632，800円
馬連： 55，929，700円 馬単： 22，456，400円 ワイド： 46，598，600円
3連複： 84，477，100円 3連単： 85，987，000円 計： 393，944，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 550円 � 180円 � 210円 枠 連（3－5） 620円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 14，330円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，960円 �� 430円

3 連 複 ��� 6，700円 3 連 単 ��� 68，500円

票 数

単勝票数 計 308553 的中 � 12229（8番人気）
複勝票数 計 570074 的中 � 20860（7番人気）� 99585（2番人気）� 75366（5番人気）
枠連票数 計 106328 的中 （3－5） 13245（1番人気）
馬連票数 計 559297 的中 �� 8482（16番人気）
馬単票数 計 224564 的中 �� 1175（40番人気）
ワイド票数 計 465986 的中 �� 7597（16番人気）�� 5787（18番人気）�� 30232（2番人気）
3連複票数 計 844771 的中 ��� 9446（21番人気）
3連単票数 計 859870 的中 ��� 910（190番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．6―49．5―1：02．3―1：15．4―1：27．6―1：39．2―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エールブラーヴ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．12．15 中京6着

2017．4．1生 牡3黒鹿 母 ヒミノオトヒメ 母母 ワンモアギャル 7戦1勝 賞金 6，640，000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 テレーザ号・レッドラルーチェ号



15005 6月6日 晴 良 （2阪神3） 第1日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右・外）

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

89 ダディーズビビッド 牡2鹿 54 武 豊田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 468 ―1：36．6 28．3�
66 ウインメイユール 牝2鹿 54 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 402 ―1：36．7� 28．9�
44 ス テ ラ リ ア 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成 �社台レースホース斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488 ―1：37．23 2．0�

810 リッケンバッカー 牡2鹿 54 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 442 ― 〃 ハナ 4．7�
55 ドナウエレン 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456 ― 〃 クビ 4．3	
77 ファルヴォーレ 牡2芦 54 荻野 極杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 430 ― 〃 クビ 48．6


（フェルヴォーレ）

33 サ ル マ ン 牡2芦 54 北村 友一吉田 晴哉氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 514 ―1：37．3クビ 68．0�
11 スウィフティー 牝2栗 54 福永 祐一�G1レーシング 平田 修 安平 追分ファーム 466 ―1：37．83 15．8�
22 コ ン セ プ ト 牡2青鹿54 吉田 隼人石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 466 ― 〃 クビ 12．5
78 ステイハングリー 牝2芦 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 378 ―1：37．9� 64．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 64，529，300円 複勝： 57，168，700円 枠連： 8，272，000円
馬連： 66，321，600円 馬単： 35，681，300円 ワイド： 50，604，200円
3連複： 81，397，200円 3連単： 131，098，500円 計： 495，072，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 480円 � 470円 � 130円 枠 連（6－8） 3，830円

馬 連 �� 15，350円 馬 単 �� 34，890円

ワ イ ド �� 3，400円 �� 1，030円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 11，310円 3 連 単 ��� 144，660円

票 数

単勝票数 計 645293 的中 � 19312（6番人気）
複勝票数 計 571687 的中 � 23140（7番人気）� 23874（6番人気）� 171444（1番人気）
枠連票数 計 82720 的中 （6－8） 1673（13番人気）
馬連票数 計 663216 的中 �� 3348（31番人気）
馬単票数 計 356813 的中 �� 767（60番人気）
ワイド票数 計 506042 的中 �� 3701（31番人気）�� 12902（10番人気）�� 12855（11番人気）
3連複票数 計 813972 的中 ��� 5394（38番人気）
3連単票数 計1310985 的中 ��� 657（310番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．0―12．8―12．7―11．6―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．6―36．6―49．4―1：02．1―1：13．7―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．5
3 ・（6，9，10）（8，5）（3，4）（1，7）－2 4 6（9，10）8（5，7）（4，1）（3，2）

勝馬の
紹 介

ダディーズビビッド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2018．3．26生 牡2鹿 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ステラヴェローチェ号（疾病〔外傷性鼻出血〕のため）

15006 6月6日 雨 良 （2阪神3） 第1日 第6競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （芝・右・外）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

58 レ イ パ パ レ 牝3鹿 52 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 436＋201：33．9 2．7�
34 オーマイダーリン 牝3鹿 52 武 豊廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 460± 01：34．11 2．9�
712 アメリカンウェイク 牝4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 488－141：34．2� 16．2�
11 ダンツガゼール 牝3青鹿 52

49 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 466＋ 61：34．52 40．3�
46 アークフリゲート 牝3黒鹿52 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 418－101：34．6� 39．1	
45 セウラサーリ 牝3鹿 52 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 2 〃 ハナ 5．1

57 ドナキアーロ 牝3鹿 52 蛯名 正義山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 460± 01：34．81� 16．3�
33 フェスタマドンナ 牝5鹿 55 福永 祐一服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 520＋161：35．11� 20．3�
22 アーニングフェイム 牝3黒鹿52 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 458＋16 〃 クビ 11．7
610 フィブロライト 牝4青鹿 55

54 ☆岩田 望来 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 434＋161：35．63 220．0�
711 ハクサンチコチャン 牝3鹿 52

51 ☆斎藤 新河﨑 五市氏 清水 久詞 浦河 谷口牧場 466－ 81：35．81� 53．7�
814 テイエムクイーン 牝3鹿 52 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 476＋ 61：36．22� 207．5�
813 エスキシータ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星吉田 晴哉氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472－ 81：36．94 143．8�
69 ア グ ロ ウ 牝3黒鹿52 田中 健吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 418＋ 21：37．75 137．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，647，900円 複勝： 55，037，600円 枠連： 11，529，100円
馬連： 70，813，300円 馬単： 31，468，000円 ワイド： 56，203，900円
3連複： 93，040，500円 3連単： 126，206，900円 計： 492，947，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 140円 � 310円 枠 連（3－5） 330円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 230円 �� 990円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 486479 的中 � 141717（1番人気）
複勝票数 計 550376 的中 � 111567（2番人気）� 122521（1番人気）� 32284（6番人気）
枠連票数 計 115291 的中 （3－5） 26746（1番人気）
馬連票数 計 708133 的中 �� 130840（1番人気）
馬単票数 計 314680 的中 �� 28560（1番人気）
ワイド票数 計 562039 的中 �� 76747（1番人気）�� 12890（14番人気）�� 16663（10番人気）
3連複票数 計 930405 的中 ��� 25599（6番人気）
3連単票数 計1262069 的中 ��� 9282（20番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．8―11．9―11．3―11．7―12．1

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．1
3 2，12（1，14）3（8，5，9）10（4，13）7（6，11） 4 2（12，14）（1，3，5）（8，10）9（4，7）（13，11）6

勝馬の
紹 介

レ イ パ パ レ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．1．11 京都1着

2017．1．28生 牝3鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 2戦2勝 賞金 13，600，000円



15007 6月6日 曇 良 （2阪神3） 第1日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

611 ハイクアウト �6鹿 57
56 ☆岩田 望来�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 518－ 41：53．2 12．4�

816 タガノウィリアム 牡3黒鹿54 小牧 太八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 490－ 2 〃 クビ 46．4�

510 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿 54
53 ☆団野 大成大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 470＋ 41：53．3クビ 6．1�

24 スズカデレヤ 牡3青鹿54 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 510－ 2 〃 アタマ 10．1�
35 マテンロウスパーク 牡3黒鹿54 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 504＋ 21：53．51� 2．0�
11 ピ ノ ク ル 牡4黒鹿57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 492＋ 41：54．13� 6．3	
815 メイショウカクウン 牡5青鹿57 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 456－ 21：55．16 78．7

612 ペプチドオリバー 牡4栗 57

56 ☆富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 日高 木村牧場 472＋ 41：55．2� 74．9�
48 ブルベアジネンジョ 牡5栗 57 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B464－101：55．94 195．9�
23 キャルブルー 牡3黒鹿54 西村 淳也里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 504－ 61：56．1	 94．9
714 ヒシタイザン 牡3栗 54 福永 祐一阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B500± 01：56．42 8．6�
12 スズカブランコ 牡4栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 458± 01：56．61 271．2�
713 ハギノオムイデアル �4鹿 57

54 ▲亀田 温心日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 480－ 41：57．77 40．1�
47 イ グ ナ ー ツ 牡4鹿 57 池添 謙一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B496－ 41：57．8クビ 24．4�
36 ジョーコレット 牡3芦 54 田中 健上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 532－ 21：59．07 205．3�
59 アスタードラゴン 牡4栗 57 松田 大作加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 462＋ 21：59．63� 216．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，971，500円 複勝： 78，200，500円 枠連： 14，643，600円
馬連： 87，057，700円 馬単： 37，260，300円 ワイド： 72，966，100円
3連複： 128，494，900円 3連単： 143，712，300円 計： 608，306，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 280円 � 1，130円 � 230円 枠 連（6－8） 5，440円

馬 連 �� 19，600円 馬 単 �� 31，790円

ワ イ ド �� 3，630円 �� 1，070円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 34，020円 3 連 単 ��� 285，450円

票 数

単勝票数 計 459715 的中 � 29441（6番人気）
複勝票数 計 782005 的中 � 75395（5番人気）� 15000（9番人気）� 99352（3番人気）
枠連票数 計 146436 的中 （6－8） 2086（20番人気）
馬連票数 計 870577 的中 �� 3441（37番人気）
馬単票数 計 372603 的中 �� 879（69番人気）
ワイド票数 計 729661 的中 �� 5083（33番人気）�� 18194（12番人気）�� 6996（23番人気）
3連複票数 計1284949 的中 ��� 2832（79番人気）
3連単票数 計1437123 的中 ��� 365（558番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．5―12．6―12．3―12．6―12．7―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―37．0―49．6―1：01．9―1：14．5―1：27．2―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．7
1
3
16，9，11（6，14）－（3，13）（5，7）（2，12）15－（1，10）－（8，4）
16，9（6，11）14（3，7）5（2，13）15（1，10）（12，4）8

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

勝馬の
紹 介

ハイクアウト �
�
父 トランセンド �

�
母父 King of Kings デビュー 2016．7．9 中京9着

2014．3．27生 �6鹿 母 スウィートウィン 母母 Win for Juno 28戦2勝 賞金 35，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョーコレット号・アスタードラゴン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月

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） 2頭 オーマオ号・ワイドレッジャドロ号

15008 6月6日 曇 良 （2阪神3） 第1日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （芝・右）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

24 セントセシリア 牝4栗 55 坂井 瑠星田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 402－ 81：09．2 63．1�
611� デュアリティ 牝4鹿 55 松若 風馬中西 宏彰氏 森 秀行 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 494－ 4 〃 クビ 23．5�
36 ペイシャクレア 牝4鹿 55 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 434＋161：09．3	 14．5�
35 � ワンダーヘイルネス 
4鹿 57

56 ☆斎藤 新山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 462－ 21：09．51	 116．7�
714 カイルアコナ 牝3鹿 52 川田 将雅 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：09．71� 3．0�
11 メイショウナパワン 牡3黒鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472＋141：09．8クビ 12．8	
12 ア モ レ ッ タ 牝4鹿 55

54 ☆岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478＋ 2 〃 ハナ 22．6


713� シーシャンティ 牡5鹿 57 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484－ 8 〃 クビ 40．6�
510� ナオアンドユリ 牝6青鹿55 �島 良太松岡 研司氏 高柳 大輔 新ひだか 武 牧場 476＋ 61：09．9 404．2�
48 � タニノミッション 牝4鹿 55 武 豊谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 494± 01：10．1 4．9
47 メイショウコミチ 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456± 0 〃 ハナ 58．9�
815 ウインヒストリオン 牡5鹿 57 藤岡 佑介�ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 474＋ 6 〃 アタマ 24．8�
59 エレヴァート 牝3黒鹿52 西村 淳也�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 438＋ 6 〃 クビ 4．0�
23 エクスチェンジ 牝3栗 52

51 ☆団野 大成宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 466－ 61：10．31� 351．4�
816 シゲルミズガメザ 牡3栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 450± 01：10．61 16．4�
612� コウエイバクシン 牡3鹿 54 松山 弘平伊東 政清氏 森 秀行 米 Don Mattox &

Pam Mattox 438＋ 21：12．08 15．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，509，000円 複勝： 75，518，100円 枠連： 18，066，800円
馬連： 91，585，700円 馬単： 37，360，900円 ワイド： 72，725，000円
3連複： 135，218，000円 3連単： 144，680，400円 計： 628，663，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，310円 複 勝 � 1，300円 � 1，200円 � 460円 枠 連（2－6） 13，520円

馬 連 �� 52，610円 馬 単 �� 91，270円

ワ イ ド �� 14，090円 �� 5，330円 �� 10，940円

3 連 複 ��� 316，910円 3 連 単 ��� 2，330，960円

票 数

単勝票数 計 535090 的中 � 6774（13番人気）
複勝票数 計 755181 的中 � 14811（12番人気）� 16123（11番人気）� 46535（4番人気）
枠連票数 計 180668 的中 （2－6） 1035（31番人気）
馬連票数 計 915857 的中 �� 1349（74番人気）
馬単票数 計 373609 的中 �� 307（149番人気）
ワイド票数 計 727250 的中 �� 1328（78番人気）�� 3538（50番人気）�� 1713（70番人気）
3連複票数 計1352180 的中 ��� 320（333番人気）
3連単票数 計1446804 的中 ��� 45（2145番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―11．1―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．1―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セントセシリア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．8．5 札幌5着

2016．3．9生 牝4栗 母 セ シ リ ア 母母 マ シ ュ ー ル 18戦2勝 賞金 16，688，000円
〔制裁〕 メイショウナパワン号の騎手池添謙一は，4コーナー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）



15009 6月6日 曇 良 （2阪神3） 第1日 第9競走 ��
��1，800�

み き

三 木 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

三木市長賞（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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

22 ティグラーシャ 牝4黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 440－ 41：47．7 1．8�
78 ソニックベガ 牝3黒鹿52 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 442－ 6 〃 クビ 4．0�
11 ヒルノダカール 牡4青鹿57 武 豊�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 518＋ 61：47．9� 5．1�
44 デクレアラー 牡5栗 57 斎藤 新�G1レーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 21：48．11
 15．2�
66 ペプチドフシチョウ 牝4鹿 55 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 464－ 21：48．2� 225．6	
33 � ギ ャ ツ ビ ー 牡7栗 57 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 460－ 4 〃 クビ 29．1

67 アグネスリバティ 牡7黒鹿57 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 アタマ 33．1�
810 フ ラ ル 牝4鹿 55 池添 謙一�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 21：48．62� 34．8�
811� ケージーキンカメ 牡9黒鹿57 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 474＋ 41：48．7クビ 147．7
55 レッドアルジーヌ 牝5芦 55 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 462＋ 8 〃 クビ 68．6�
79 グラディーヴァ 牝4鹿 55 藤岡 康太近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464＋161：48．8クビ 11．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 57，438，100円 複勝： 110，345，400円 枠連： 15，428，700円
馬連： 93，096，100円 馬単： 51，891，600円 ワイド： 72，656，600円
3連複： 140，574，700円 3連単： 250，335，300円 計： 791，766，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（2－7） 320円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 180円 �� 190円 �� 400円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計 574381 的中 � 246457（1番人気）
複勝票数 計1103454 的中 � 623224（1番人気）� 133802（2番人気）� 112553（3番人気）
枠連票数 計 154287 的中 （2－7） 36789（1番人気）
馬連票数 計 930961 的中 �� 158932（2番人気）
馬単票数 計 518916 的中 �� 57429（2番人気）
ワイド票数 計 726566 的中 �� 111179（1番人気）�� 104586（2番人気）�� 37529（5番人気）
3連複票数 計1405747 的中 ��� 180330（1番人気）
3連単票数 計2503353 的中 ��� 92690（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．6―48．3―1：00．9―1：13．0―1：24．3―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティグラーシャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2018．12．9 阪神1着

2016．2．28生 牝4黒鹿 母 シーズアタイガー 母母 Shandra Smiles 9戦3勝 賞金 50，029，000円

15010 6月6日 曇 良 （2阪神3） 第1日 第10競走 ��
��1，400�

てんまばし

天満橋ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

24 � ワンダーアマービレ 牝6鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 464＋ 21：24．1 10．4�
713 タガノプレトリア 牡5鹿 57 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 4 〃 クビ 26．2�
510 メイショウテンスイ 牡3栗 54 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 510－ 4 〃 アタマ 2．7�
35 エイシンポジション 牝4鹿 55 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 430＋ 21：24．2クビ 4．0�
23 スマートアルタイル 牡5栗 57 池添 謙一大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 462－101：24．41	 17．1�
59 ジュランビル 牝4黒鹿55 和田 竜二村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 468± 01：24．5クビ 6．6	
611 ロングベスト 牡6鹿 57 秋山真一郎中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 520－ 41：24．6
 68．3

816 ゲ キ リ ン 牡6栗 57 斎藤 新市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 488－ 21：24．7
 181．4�
36 アスターソード 牡5鹿 57 国分 恭介加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 466＋ 2 〃 クビ 46．0�
612 スーパーライナー 牡7鹿 57 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 492－ 4 〃 アタマ 79．7
12 テイエムジョウネツ 牝8黒鹿55 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 466－ 61：25．01� 299．4�
714 コカボムクイーン 牝5黒鹿55 中井 裕二三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 494－ 61：25．1クビ 145．6�
11 ヨドノビクトリー 牡6鹿 57 松山 弘平海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 506＋ 8 〃 クビ 12．3�
47 ヴ ォ ー ガ 牡6栗 57 松若 風馬一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B460－ 41：25．52 45．7�
815 サザンブリーズ 牡6鹿 57 西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 B530－ 41：27．6大差 40．8�
48 ゴールドラグーン 牡4栗 57 団野 大成吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 502＋12 〃 クビ 10．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，464，400円 複勝： 96，502，300円 枠連： 28，660，100円
馬連： 144，970，900円 馬単： 55，032，600円 ワイド： 108，337，600円
3連複： 226，259，800円 3連単： 242，545，300円 計： 959，773，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 230円 � 410円 � 130円 枠 連（2－7） 4，210円

馬 連 �� 8，470円 馬 単 �� 16，720円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 500円 �� 940円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 64，640円

票 数

単勝票数 計 574644 的中 � 43830（5番人気）
複勝票数 計 965023 的中 � 97678（3番人気）� 44446（8番人気）� 261554（1番人気）
枠連票数 計 286601 的中 （2－7） 5264（15番人気）
馬連票数 計1449709 的中 �� 13261（28番人気）
馬単票数 計 550326 的中 �� 2468（52番人気）
ワイド票数 計1083376 的中 �� 13474（25番人気）�� 59168（3番人気）�� 29187（9番人気）
3連複票数 計2262598 的中 ��� 25115（20番人気）
3連単票数 計2425453 的中 ��� 2720（210番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．9―12．0―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．2―46．1―58．1―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 ・（8，10）16，9－（14，15）5（12，7）13－1（4，11，6）（2，3） 4 ・（8，10，16）9，14（12，5）15，7（13，1，6）（4，3）（2，11）

勝馬の
紹 介

�ワンダーアマービレ �
�
父 サマーバード �

�
母父 バ ゴ

2014．5．10生 牝6鹿 母 ワンダービーナス 母母 ワンダーアロマ 32戦3勝 賞金 78，427，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 クリノヒビキ号・ジャスパーウィン号・ツウカイウイング号・ノンライセンス号・フォックスクリーク号・

ミスズフリオーソ号・メイショウヴォルガ号・レシプロケイト号・ロードラズライト号



15011 6月6日 晴 良 （2阪神3） 第1日 第11競走
第73回農林水産省賞典

��
��2，000�鳴 尾 記 念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
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52�4歳以上56�，牝馬
2�減，1．6．1以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，1．5．31以前のGⅠ競走（牝馬限定競走
を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

11 パフォーマプロミス 牡8栗 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466＋142：00．1 33．5�
47 ラヴズオンリーユー 牝4鹿 54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 ハナ 1．8�
48 レッドジェニアル 牡4黒鹿56 酒井 学 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 486± 02：00．2� 9．9�
510 サイモンラムセス 牡10鹿 56 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B454－ 42：00．62� 606．8�
713 レッドガラン 牡5鹿 56 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 512－ 22：00．81	 9．2	
23 アドマイヤジャスタ 牡4鹿 56 西村 淳也近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512－ 82：01．11� 197．5

12 トリコロールブルー 牡6青鹿56 和田 竜二 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－12 〃 クビ 21．4�
816 サトノルークス 牡4鹿 56 武 豊 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480＋10 〃 ハナ 8．6�
59 サトノフェイバー 牡5黒鹿56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B504－142：01．2� 69．5
815 エアウィンザー 牡6黒鹿56 川田 将雅 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 516＋ 8 〃 ハナ 11．3�
612 ドミナートゥス 牡5黒鹿56 松山 弘平 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 484－ 82：01．62� 16．9�
611 ジ ェ シ ー 牡5鹿 56 坂井 瑠星 �キャロットファーム 石坂 公一 平取 坂東牧場 486＋ 42：01．7クビ 284．5�
24 テリトーリアル 牡6栗 56 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 22：01．8� 32．3�
714 アメリカズカップ 牡6黒鹿56 幸 英明谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452－ 22：02．11
 390．3�
36 キメラヴェリテ 牡3黒鹿52 岩田 望来加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 538± 02：02．73� 12．5�
35 ブラックスピネル �7黒鹿56 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B510－ 22：03．23 96．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 213，910，100円 複勝： 297，830，100円 枠連： 84，165，300円
馬連： 551，786，200円 馬単： 212，292，200円 ワイド： 433，502，700円
3連複： 1，038，801，500円 3連単： 1，262，342，100円 計： 4，094，630，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，350円 複 勝 � 570円 � 120円 � 260円 枠 連（1－4） 900円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 11，200円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 2，790円 �� 520円

3 連 複 ��� 7，730円 3 連 単 ��� 83，670円

票 数

単勝票数 計2139101 的中 � 51046（10番人気）
複勝票数 計2978301 的中 � 92196（10番人気）� 934006（1番人気）� 244212（5番人気）
枠連票数 計 841653 的中 （1－4） 71771（3番人気）
馬連票数 計5517862 的中 �� 127182（11番人気）
馬単票数 計2122922 的中 �� 14212（32番人気）
ワイド票数 計4335027 的中 �� 101635（8番人気）�� 37753（37番人気）�� 231062（4番人気）
3連複票数 計10388015 的中 ��� 100755（28番人気）
3連単票数 計12623421 的中 ��� 10938（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―36．0―48．2―1：00．0―1：12．2―1：23．8―1：35．5―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．3
1
3
9，5（2，13）（7，12，14）1（3，4，6）（11，15）10（8，16）
9，5（2，13）（7，14）（1，4）（11，3，12）15（8，6）16，10

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

勝馬の
紹 介

パフォーマプロミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．9．21 阪神1着

2012．2．8生 牡8栗 母 アイルビーバウンド 母母 バウンドトゥダンス 19戦8勝 賞金 298，644，000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 サンレイポケット号

15012 6月6日 晴 良 （2阪神3） 第1日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時15分 （1000万円以下） （ダート・右）
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
1：08．8
1：08．7

重
重

35 ジェネティクス 牡3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 528＋101：11．7 1．8�
816 サンライズカラマ 牡6栗 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B504＋ 21：12．12� 10．2�
23 サンビショップ 	8栗 57 酒井 学�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 486＋ 4 〃 アタマ 86．7�
48 メイショウキタグニ 牡5黒鹿57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 476－ 41：12．3
 151．4�
47 � ピ ア シ ッ ク 牡4鹿 57 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

490－ 61：12．4
 7．4	
36 ゴッドバンブルビー 牝4栗 55 藤岡 佑介中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 464± 0 〃 ハナ 6．7

24 メ ラ ナ イ ト 	5青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 464＋ 21：12．5クビ 24．3�
714 パラーティウム 牝4黒鹿55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 4 〃 ハナ 17．4�
713� ビッグデータ 牡5鹿 57 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 436± 01：12．6� 29．9
612 ガ ウ ル 牡5鹿 57

56 ☆団野 大成吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 498－ 61：12．7
 24．6�

815 サンマルベスト 牡4栗 57 蛯名 正義相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 476－ 4 〃 ハナ 19．1�

59 ピラミッドファラオ 牡5黒鹿57 藤井勘一郎玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 502－ 81：13．44 376．4�
611 クリノビッグサージ 牝4栗 55

52 ▲泉谷 楓真栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 492－ 2 〃 クビ 27．8�
11 シルバークレイン 牝4芦 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 456＋ 2 〃 アタマ 121．2�
12 サツキサンダー 牝4栗 55 川須 栄彦小野 博郷氏 寺島 良 新冠 芳住 鉄兵 B448＋101：13．71
 77．3�
510 オトナノジジョウ 牝4栗 55 松若 風馬内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 462＋101：14．76 51．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，554，200円 複勝： 120，845，200円 枠連： 43，157，700円
馬連： 169，985，400円 馬単： 75，903，500円 ワイド： 139，687，000円
3連複： 282，032，400円 3連単： 322，515，800円 計： 1，242，681，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 230円 � 800円 枠 連（3－8） 470円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，890円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 17，080円 3 連 単 ��� 40，430円

票 数

単勝票数 計 885542 的中 � 388706（1番人気）
複勝票数 計1208452 的中 � 350018（1番人気）� 122512（4番人気）� 25968（11番人気）
枠連票数 計 431577 的中 （3－8） 70982（1番人気）
馬連票数 計1699854 的中 �� 133360（3番人気）
馬単票数 計 759035 的中 �� 45959（3番人気）
ワイド票数 計1396870 的中 �� 91478（3番人気）�� 11798（34番人気）�� 6478（51番人気）
3連複票数 計2820324 的中 ��� 12381（53番人気）
3連単票数 計3225158 的中 ��� 5782（115番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．0―12．1―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネティクス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．15 阪神1着

2017．2．28生 牡3鹿 母 ソ ラ コ マ チ 母母 ブイルージュ 5戦3勝 賞金 29，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 オンリーワンスター号・タマモサザンクロス号・ノボリレーヴ号・パッションチカ号・ライブリテックス号
（非抽選馬） 2頭 ショウナンパンサー号・ヘイセイメジャー号



（2阪神3）第1日 6月6日（土曜日） 晴一時雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

256，720，000円
3，020，000円
24，650，000円
1，810，000円
30，530，000円
77，005，000円
5，167，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
761，000，500円
1，127，735，800円
267，416，200円
1，520，288，300円
646，212，100円
1，220，632，200円
2，496，210，400円
3，021，369，500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 11，060，865，000円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回阪神競馬第1日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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