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齢性
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15061 6月21日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（2阪神3） 第6日 第1競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走10時00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3：15．7良・良

66 ギ ラ ー ミ ン �5栗 60 白浜 雄造永野 雄介氏 寺島 良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506＋ 23：25．3 2．9�
44 ホウオウアクセル 牡4栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 63：25．94 12．6�
77 マサハヤドリーム �8鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480＋263：26．32� 5．7�
11 � ブルベアブロンゾ 牡4栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 日高 三輪 幸子 570＋ 83：27．04 87．1�
22 デ ィ ー ド 牡4鹿 60 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B512＋ 83：27．21� 13．4�
55 ア キ ン ド 牡4鹿 60 草野 太郎小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 498＋ 23：27．73 56．5�
89 � マヤノフロスティ 牡5芦 60 平沢 健治田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 508± 03：27．91	 21．3	
78 � メイショウワンモア 牝6鹿 58 田村 太雅松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 478＋ 63：28．32� 96．8

33 タイセイパルサー 牡7黒鹿60 熊沢 重文田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 490＋ 23：30．3大差 2．5�
810
 リョーノテソーロ 牡5鹿 60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Highland
Yard, LLC 516＋14 （競走中止） 9．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，297，700円 複勝： 22，607，500円 枠連： 5，960，600円
馬連： 33，571，500円 馬単： 18，494，200円 ワイド： 24，917，900円
3連複： 55，896，300円 3連単： 84，961，800円 計： 266，707，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 250円 � 180円 枠 連（4－6） 1，950円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 640円 �� 380円 �� 990円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 15，870円

票 数

単勝票数 計 202977 的中 � 54682（2番人気）
複勝票数 計 226075 的中 � 56967（2番人気）� 18723（4番人気）� 30658（3番人気）
枠連票数 計 59606 的中 （4－6） 2361（9番人気）
馬連票数 計 335715 的中 �� 12900（9番人気）
馬単票数 計 184942 的中 �� 4688（12番人気）
ワイド票数 計 249179 的中 �� 9887（9番人気）�� 17854（3番人気）�� 6076（14番人気）
3連複票数 計 558963 的中 ��� 13559（11番人気）
3連単票数 計 849618 的中 ��� 3881（51番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 52．2－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ギ ラ ー ミ ン �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．3．3 阪神7着

2015．3．22生 �5栗 母 トパーズトウショウ 母母 シリウストウショウ 障害：2戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 リョーノテソーロ号は，9号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔その他〕 タイセイパルサー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タイセイパルサー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年7月21日まで出走できない。

15062 6月21日 晴 良 （2阪神3） 第6日 第2競走 ��2，200�3歳未勝利
発走10時35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
2：10．1
2：09．7

良
良

35 エ バ ー マ ノ 牝3黒鹿54 幸 英明宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 456－ 22：13．6 33．6�
48 ノーウィック 牡3鹿 56 北村 友一�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 464± 0 〃 クビ 9．6�
713 ア ル セ ス ト 牡3黒鹿56 松山 弘平 �シルクレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 42：14．02 6．7�
59 ダノンレガーロ 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 448 ―2：14．1� 3．5�
714 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 448＋ 82：14．2クビ 3．9	
510 ナムライロハ 牝3鹿 54 �島 克駿奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 平取 坂東牧場 410－ 22：14．94 26．9

612 マグニフィクス 牡3栗 56 西村 淳也 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 480－ 6 〃 クビ 14．4�
12 グレートバローズ 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 452＋ 2 〃 アタマ 13．3�
36 ピエナアルティシア 牝3鹿 54 秋山真一郎本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 454＋ 22：15．21� 26．9
816 ゴールデンゴール 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁井高 義光氏 武 英智 新ひだか 井高牧場 B490＋ 22：15．3� 9．5�
715� ミラードムーン 牡3鹿 56 浜中 俊ゴドルフィン 須貝 尚介 英 Miss K.

Rausing 510＋ 62：15．51� 86．5�
817 レイワハルカ 	3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松岡 研司氏 高柳 大輔 日高 宝寄山 拓樹 418＋ 22：15．81� 84．4�
23 ビップシンドウ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか 前川 勝春 444± 0 〃 クビ 401．6�
11 エトワールミノル 牡3栗 56 荻野 極吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 410＋ 42：16．33 156．5�
611 ウインシュトローム 牡3黒鹿56 松若 風馬�ウイン 宮 徹 むかわ 真壁 信一 534＋ 22：16．4クビ 164．4�
818 シ ー ル ド 牡3芦 56 藤井勘一郎齊藤 直信氏 谷 潔 日高 槇本牧場 464＋ 2 〃 クビ 365．5�
24 ラ ザ ビ ー 牡3鹿 56 福永 祐一 �京都ホースレーシング 友道 康夫 新ひだか 飛野牧場 516 ―2：16．5� 14．9�
47 ク サ ナ ギ 	3栗 56 川又 賢治三宅 勝俊氏 中尾 秀正 浦河 カナイシスタッド B468＋ 22：18．2大差 251．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，104，600円 複勝： 60，730，500円 枠連： 12，700，000円
馬連： 64，713，200円 馬単： 26，650，700円 ワイド： 57，384，500円
3連複： 106，916，900円 3連単： 97，319，600円 計： 464，520，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，360円 複 勝 � 980円 � 270円 � 210円 枠 連（3－4） 6，690円

馬 連 �� 9，960円 馬 単 �� 21，560円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 2，400円 �� 990円

3 連 複 ��� 18，490円 3 連 単 ��� 163，320円

票 数

単勝票数 計 381046 的中 � 9047（11番人気）
複勝票数 計 607305 的中 � 13185（11番人気）� 60224（5番人気）� 87656（3番人気）
枠連票数 計 127000 的中 （3－4） 1470（21番人気）
馬連票数 計 647132 的中 �� 5034（38番人気）
馬単票数 計 266507 的中 �� 927（78番人気）
ワイド票数 計 573845 的中 �� 5240（38番人気）�� 6066（31番人気）�� 15354（8番人気）
3連複票数 計1069169 的中 ��� 4336（63番人気）
3連単票数 計 973196 的中 ��� 432（552番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．9―12．8―12．4―12．4―12．1―11．9―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．2―34．8―47．7―1：00．5―1：12．9―1：25．3―1：37．4―1：49．3―2：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

エ バ ー マ ノ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2019．12．21 阪神11着

2017．4．16生 牝3黒鹿 母 ソ ラ リ ア 母母 So Linda 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 ウインシュトローム号・クサナギ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月21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 アメトリン号

第３回 阪神競馬 第６日



15063 6月21日 晴 稍重 （2阪神3） 第6日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時05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
1：48．5
1：47．6

重
重

23 ナムラパフィン 牝3鹿 54 松山 弘平奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 いとう牧場 422± 01：54．5 2．4�
814 プ ル セ イ ラ 牝3黒鹿54 浜中 俊前田 幸治氏 上村 洋行 新ひだか グランド牧場 B480± 0 〃 ハナ 44．7�
815 ホワイトブレス 牝3芦 54 小牧 太浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 444＋ 21：54．6� 13．2�
59 スエーニョブランコ 牝3芦 54 幸 英明藤田 在子氏 上村 洋行 日高 天羽 禮治 494＋ 21：55．13 5．8�
58 エキストラライト 牝3栗 54 松若 風馬岡田 牧雄氏 高柳 大輔 新ひだか 八田ファーム 436－ 4 〃 アタマ 29．2�
46 アンティークブーケ 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 平山牧場 396－ 61：55．84 54．4	
11 テ ゴ ナ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来 �Gリビエール・
レーシング 西浦 勝一 浦河 富田牧場 504＋ 61：56．01� 7．1


611 メイショウレイゲツ 牝3青鹿54 �島 良太松本 好雄氏 安達 昭夫 様似 中脇 一幸 474± 01：56．1� 77．1�
22 モ リ ン ガ 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 B482＋ 21：56．2� 7．5�
610 イコロチャン 牝3青鹿54 藤懸 貴志谷岡牧場 坂口 智康 新ひだか 谷岡牧場 414－ 41：56．41� 397．5�
34 ナイトスターリリー 牝3栃栗 54

53 ☆富田 暁上茶谷 一氏 飯田 雄三 浦河 ヒダカフアーム 444－ 61：56．5クビ 18．5�
35 メイショウアイノテ 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 456＋ 4 〃 アタマ 198．8�
712 ウィクトール 牝3栗 54 高倉 稜阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 谷川牧場 522 ―1：57．35 261．8�
47 ブックウエスト 牝3鹿 54 長岡 禎仁西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 佐藤 静子 446＋ 21：57．83 381．5�
713 マーヴェラスジーン 牝3鹿 54 福永 祐一山本又一郎氏 斉藤 崇史 浦河 三嶋牧場 484－ 62：01．3大差 5．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，677，500円 複勝： 43，858，700円 枠連： 9，910，600円
馬連： 54，316，900円 馬単： 24，581，400円 ワイド： 44，899，400円
3連複： 78，300，800円 3連単： 90，984，600円 計： 382，529，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 810円 � 360円 枠 連（2－8） 1，040円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 9，230円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 620円 �� 4，550円

3 連 複 ��� 14，210円 3 連 単 ��� 64，100円

票 数

単勝票数 計 356775 的中 � 116367（1番人気）
複勝票数 計 438587 的中 � 115389（1番人気）� 10414（10番人気）� 26856（6番人気）
枠連票数 計 99106 的中 （2－8） 7354（4番人気）
馬連票数 計 543169 的中 �� 7009（20番人気）
馬単票数 計 245814 的中 �� 1997（35番人気）
ワイド票数 計 448994 的中 �� 6266（20番人気）�� 19927（5番人気）�� 2427（38番人気）
3連複票数 計 783008 的中 ��� 4131（49番人気）
3連単票数 計 909846 的中 ��� 1029（209番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．7―12．8―12．5―12．4―12．4―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．6―50．4―1：02．9―1：15．3―1：27．7―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．2
1
3
9（11，14）（1，15）（2，8）（10，5，7，13）6（3，4）－12・（9，11，14，15）－1，8，10，7，13（3，5）6，4－12，2

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

勝馬の
紹 介

ナムラパフィン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．7．14 中京8着

2017．3．9生 牝3鹿 母 パンカティリオ 母母 Punctilious 9戦1勝 賞金 11，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーヴェラスジーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月21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〕 ブックウエスト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月21日まで平地競走に出走できな

い。

15064 6月21日 晴 稍重 （2阪神3） 第6日 第4競走 1，200�3歳未勝利
発走11時35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

815 オーシャンズ 牝3鹿 54 福永 祐一 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 浦河 金成吉田牧場 494＋ 21：12．7 1．8�

714 ロードクラージュ �3鹿 56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B466＋ 4 〃 クビ 7．2�
36 ベ ラ ー ル 牡3黒鹿56 浜中 俊安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 486＋ 41：12．8クビ 28．0�
713 テ ラ ン ガ 牡3青鹿56 秋山真一郎寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 448± 01：13．43� 18．3�
11 カモントゥミー 牡3鹿 56 小崎 綾也薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 482－ 4 〃 ハナ 24．3�
59 ワンダーカムラング 牡3黒鹿56 川田 将雅山本 能成氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 B468＋ 21：13．61� 3．2	
612 エーティーロンドン 牡3栗 56

55 ☆富田 暁荒木 徹氏 武 英智 日高 白井牧場 492－141：13．7クビ 18．3

48 ワキノフオルテ 牡3鹿 56 高倉 稜脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 470＋ 41：13．8� 315．5�
510 ダ ブ ル ー ン 牡3栗 56 荻野 極橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B418－ 61：13．9� 70．1�
47 タイセイブルース �3鹿 56 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 ディアレスト

クラブ 436－ 21：14．32� 44．4
816 メイショウサフラン 牡3栗 56

55 ☆岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 浦新 徳司 436－ 61：14．51� 76．0�
24 マリンディーヴァ 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 452＋101：14．6� 222．4�
23 アスクリノベート 牡3鹿 56 柴田 未崎廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 482－ 61：15．02� 505．3�
611 ミラクルシャーク 牡3青鹿56 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 442－ 21：15．1� 203．2�
12 メイショウススキノ 牝3黒鹿54 �島 良太松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 466 ―1：15．42 197．9�
35 ブルベアヤード 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 田中スタッド 494－ 61：18．9大差 531．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，379，600円 複勝： 86，379，900円 枠連： 11，038，700円
馬連： 57，017，300円 馬単： 32，943，700円 ワイド： 46，998，100円
3連複： 89，346，600円 3連単： 131，938，200円 計： 497，042，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 360円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 360円 �� 780円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 10，970円

票 数

単勝票数 計 413796 的中 � 180227（1番人気）
複勝票数 計 863799 的中 � 528892（1番人気）� 44204（3番人気）� 24532（6番人気）
枠連票数 計 110387 的中 （7－8） 17579（2番人気）
馬連票数 計 570173 的中 �� 57400（2番人気）
馬単票数 計 329437 的中 �� 21349（3番人気）
ワイド票数 計 469981 的中 �� 36480（2番人気）�� 15050（8番人気）�� 5677（19番人気）
3連複票数 計 893466 的中 ��� 14838（12番人気）
3連単票数 計1319382 的中 ��� 8715（31番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―12．2―12．5―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．7―35．9―48．4―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーシャンズ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．12．15 阪神5着

2017．4．8生 牝3鹿 母 シ ー ソ ン グ 母母 チャイナブリーズ 7戦1勝 賞金 13，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアヤード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月21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〕 ダブルーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月21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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ヴィクトリオーソ号・ジャイアントリバー号・ピエナビーチ号
（非抽選馬） 4頭 ザナイツ号・サンドジョーカー号・ニホンピロブケーラ号・フチサンメルチャン号



15065 6月21日 晴 良 （2阪神3） 第6日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25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

612 シュヴァリエローズ 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 438 ―1：35．9 2．7�
36 ブレイブライオン 牡2黒鹿54 福永 祐一ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 464 ―1：36．0� 3．1�
510 トウシンモンブラン 牝2鹿 54 松山 弘平�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 458 ―1：36．21� 26．1�
48 マカオンドール 牡2芦 54 �島 克駿關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 476 ―1：36．62� 26．9�
35 サ ト ノ ア イ 牝2青鹿54 西村 淳也 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 422 ―1：36．7� 5．2	
816 マイネルニルソン 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 日高 Wing Farm 448 ―1：36．91 162．7

23 ヴ ィ ゴ ー レ 牡2芦 54

53 ☆岩田 望来�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450 ―1：37．0� 14．2�

47 エイシンヒテン 牝2栗 54 川又 賢治�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 444 ― 〃 クビ 56．2�
12 ス ー ゼ ル 牝2栗 54 浜中 俊門野 重雄氏 長谷川浩大 洞	湖 レイクヴィラファーム 452 ―1：37．1� 91．8
714 メイショウゴウホウ 牡2黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 504 ―1：37．31� 22．5�
59 エ ル シ ノ ア 牡2青鹿 54

53 ☆富田 暁�杵臼牧場 武 英智 浦河 杵臼牧場 550 ―1：37．72 51．8�
11 トーホウスザク 牡2栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 474 ―1：37．8� 24．0�
24 タ カ ミ ズ 牝2栗 54 高倉 稜清水 義德氏 吉田 直弘 浦河 ヒダカフアーム 442 ― 〃 クビ 184．3�
815 ダンツアスカ 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 登別 青藍牧場 436 ―1：38．01� 84．7�
713 マコトオテギネ 牝2黒鹿54 北村 友一�ディアマント �島 一歩 浦河 辻 牧場 396 ―1：38．74 69．0�
611 アヴェニルールー 牡2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 464 ―1：38．91� 283．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，353，400円 複勝： 56，096，600円 枠連： 13，580，600円
馬連： 65，012，400円 馬単： 31，600，500円 ワイド： 52，093，700円
3連複： 91，268，500円 3連単： 109，498，900円 計： 478，504，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 140円 � 340円 枠 連（3－6） 240円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，000円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 9，540円

票 数

単勝票数 計 593534 的中 � 177352（1番人気）
複勝票数 計 560966 的中 � 168988（1番人気）� 110410（2番人気）� 25378（6番人気）
枠連票数 計 135806 的中 （3－6） 42852（1番人気）
馬連票数 計 650124 的中 �� 142437（1番人気）
馬単票数 計 316005 的中 �� 34728（1番人気）
ワイド票数 計 520937 的中 �� 89101（1番人気）�� 11436（10番人気）�� 8729（15番人気）
3連複票数 計 912685 的中 ��� 20779（6番人気）
3連単票数 計1094989 的中 ��� 8318（15番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．5―12．8―12．1―11．8―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．7―49．5―1：01．6―1：13．4―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュヴァリエローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sevres Rose 初出走

2018．5．4生 牡2鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15066 6月21日 晴 稍重 （2阪神3） 第6日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

714 ア イ タ イ 牡4栗 57
56 ☆森 裕太朗平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 520± 01：24．9 9．6�

48 スリーヘリオス �5黒鹿57 中井 裕二永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B484± 0 〃 クビ 46．4�
510 メイショウオーギシ 牡3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 482± 01：25．0クビ 5．2�
612 クォリティタイム 牝3鹿 52 荻野 極�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 富田牧場 470－ 2 〃 アタマ 30．1�
23 トモジャアルマンド 牡3鹿 54 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下

ファーム 490－ 2 〃 クビ 11．2	
611� ボ ナ セ ー ラ 牡4鹿 57 高倉 稜山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B470＋ 61：25．21� 111．9

713 メイショウカムロ 牡3鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 452± 01：25．41� 19．9�
24 ペイシャノリッジ 牝3鹿 52 松若 風馬北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 	川 啓一 420± 0 〃 ハナ 7．6�
47 メイショウバルコラ 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 510－ 81：25．5
 10．1
59 � ジャコエマリックン 牡4栗 57 川又 賢治晴間 芳次氏 中尾 秀正 新ひだか 前川 ミツ 464＋ 31：26．13� 64．4�
816 ガラデレオン 牡3鹿 54 松山 弘平山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 落合 一巳 480＋12 〃 ハナ 9．2�
36 ボギータイサ 牡3芦 54 藤井勘一郎原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 436－ 6 〃 クビ 41．6�
35 � ベストチャーム 牝4鹿 55

54 ☆岩田 望来中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 422－ 41：26．31� 7．9�
11 ウォーターウキウキ 牝3青鹿 52

51 ☆富田 暁山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 444－ 41：26．61
 48．2�
12  モズアーントモー 牝3鹿 52 西村 淳也 �キャピタル・システム 森田 直行 米 Springhill

Farm 504－ 21：26．81� 4．7�
815� ゼットセントラル �4黒鹿57 藤懸 貴志高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 488＋101：27．01� 51．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，012，500円 複勝： 60，201，200円 枠連： 13，797，500円
馬連： 71，235，400円 馬単： 27，414，200円 ワイド： 62，979，900円
3連複： 111，186，200円 3連単： 100，078，900円 計： 485，905，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 280円 � 810円 � 210円 枠 連（4－7） 1，940円

馬 連 �� 10，960円 馬 単 �� 21，410円

ワ イ ド �� 3，270円 �� 910円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 25，920円 3 連 単 ��� 189，940円

票 数

単勝票数 計 390125 的中 � 32245（6番人気）
複勝票数 計 602012 的中 � 57221（5番人気）� 16096（10番人気）� 85314（1番人気）
枠連票数 計 137975 的中 （4－7） 5486（11番人気）
馬連票数 計 712354 的中 �� 5034（41番人気）
馬単票数 計 274142 的中 �� 960（82番人気）
ワイド票数 計 629799 的中 �� 4859（40番人気）�� 18590（3番人気）�� 4487（41番人気）
3連複票数 計1111862 的中 ��� 3217（93番人気）
3連単票数 計1000789 的中 ��� 382（671番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．5―46．7―59．4―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．2
3 ・（2，3）16（4，5，7，9）（10，11）（1，13）（6，12，15）－8，14 4 ・（2，3）16（4，5，9）（10，7，11）（13，12）1（6，14）（8，15）

勝馬の
紹 介

ア イ タ イ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2018．11．25 京都4着

2016．3．26生 牡4栗 母 イ チ リ ュ ウ 母母 キ ハ ク 15戦2勝 賞金 20，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 イサチルサターン号・イバル号・サイモンハロルド号・タガノゴマチャン号・ニホンピロランド号・

ハリーバローズ号



15067 6月21日 晴 良 （2阪神3） 第6日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：44．4
1：43．9

良
良

88 ク ラ ヴ ェ ル 牝3青鹿52 川田 将雅 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：46．1 3．0�
22 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 492＋ 41：46．31� 8．8�
11 シルバースミス 牝4芦 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 502＋ 81：46．61� 12．8�
33 ラインオブダンス 牝3黒鹿52 福永 祐一�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 8 〃 クビ 2．1�
44 ハートウォーミング 牝4青鹿 55

54 ☆岩田 望来ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458－101：47．02� 6．7	

89 ナオミラフィネ 牝3栗 52
51 ☆斎藤 新塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456± 01：47．32 44．3


77 ベストクィーン 牝4栗 55 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 422＋ 41：47．51� 22．0�
66 ブラックヒューマー 牝3黒鹿52 松若 風馬ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 01：47．6� 22．5�
55 ベルティアラ 牝3青鹿52 �島 克駿鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 436－ 61：51．0大差 76．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 44，137，300円 複勝： 50，499，500円 枠連： 7，284，200円
馬連： 57，895，800円 馬単： 30，896，200円 ワイド： 43，988，100円
3連複： 78，152，400円 3連単： 151，742，800円 計： 464，596，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 200円 � 290円 枠 連（2－8） 890円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 420円 �� 670円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 12，600円

票 数

単勝票数 計 441373 的中 � 116929（2番人気）
複勝票数 計 504995 的中 � 107482（2番人気）� 61964（4番人気）� 36661（5番人気）
枠連票数 計 72842 的中 （2－8） 6284（4番人気）
馬連票数 計 578958 的中 �� 41067（5番人気）
馬単票数 計 308962 的中 �� 12873（6番人気）
ワイド票数 計 439881 的中 �� 28843（5番人気）�� 16735（8番人気）�� 9278（14番人気）
3連複票数 計 781524 的中 ��� 17654（12番人気）
3連単票数 計1517428 的中 ��� 8728（41番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．9―12．1―12．0―11．5―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―34．9―46．8―58．9―1：10．9―1：22．4―1：34．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ラ ヴ ェ ル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．2 京都1着

2017．2．15生 牝3青鹿 母 ディアデラマドレ 母母 ディアデラノビア 4戦2勝 賞金 17，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルティアラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月21日まで平地競走

に出走できない。

15068 6月21日 晴 良 （2阪神3） 第6日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・右・外）（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
1：31．9
1：30．3

良
良

11 サンライズオネスト 牡3黒鹿54 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 464± 01：34．3 3．0�
34 � エアファンディタ 牡3黒鹿54 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

452＋121：34．83 4．4�
33 � ミッドサマーハウス 牝4青 55 秋山真一郎ゴドルフィン �島 一歩 英 Godolphin 458－101：34．9� 5．1�
46 ヤマニンマヒア 牡4黒鹿57 西村 淳也土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 458± 0 〃 クビ 10．3�
57 ダイシンクイント 牡6黒鹿57 川又 賢治大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 486＋ 2 〃 クビ 37．2�
610 フェスタマドンナ 牝5鹿 55 松山 弘平服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 516－ 4 〃 ハナ 28．4	
711 ジュンサロベツ 牝4黒鹿55 藤井勘一郎河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：35．0� 35．1

58 トーホウラデン 牡3黒鹿54 幸 英明東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 498－ 41：35．21	 6．9�
69 ブランシェット 牝4黒鹿55 浜中 俊�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B434－ 21：35．52 23．9�
712� コンバットマーチ 牝3芦 52

51 ☆岩田 望来岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Jay Goodwin
& Brian Foret 448± 01：35．81
 13．0

814 アーニングフェイム 牝3黒鹿52 �島 克駿 �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± 01：36．01	 64．0�

813 グレアミラージュ 牡3鹿 54 北村 友一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 454－ 2 〃 アタマ 41．1�

22 � マイティバローズ 牡5青鹿 57
54 ▲泉谷 楓真猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 444－ 81：36．21	 147．0�

45 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 470－ 21：36．94 117．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，437，600円 複勝： 61，892，500円 枠連： 15，803，700円
馬連： 74，789，500円 馬単： 30，697，100円 ワイド： 63，819，600円
3連複： 105，775，600円 3連単： 124，803，700円 計： 521，019，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 150円 � 140円 枠 連（1－3） 360円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 260円 �� 290円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 3，790円

票 数

単勝票数 計 434376 的中 � 113577（1番人気）
複勝票数 計 618925 的中 � 120980（1番人気）� 104905（3番人気）� 109959（2番人気）
枠連票数 計 158037 的中 （1－3） 33936（1番人気）
馬連票数 計 747895 的中 �� 73980（2番人気）
馬単票数 計 306971 的中 �� 18241（2番人気）
ワイド票数 計 638196 的中 �� 65849（1番人気）�� 57105（2番人気）�� 37168（3番人気）
3連複票数 計1057756 的中 ��� 72016（1番人気）
3連単票数 計1248037 的中 ��� 23820（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．7―48．8―1：00．6―1：11．6―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズオネスト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．12．14 阪神6着

2017．3．2生 牡3黒鹿 母 サイモンドルチェ 母母 フェアリーワルツ 4戦2勝 賞金 14，700，000円
※出走取消馬 ロータスランド号（疾病〔左前挫跖〕のため）



15069 6月21日 晴 稍重 （2阪神3） 第6日 第9競走 ��2，000�
た か と り

鷹 取 特 別
発走14時25分 （ダート・右）

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
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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

46 シャンパンクーペ 牡4鹿 57 中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B524－ 62：05．6 4．9�

23 ダイメイコリーダ 牡3栗 54 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 476－ 42：05．7� 1．7�
814 テンザワールド 牡6栗 57 斎藤 新天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B428－162：05．91� 28．9�
610 ハイクアウト �6鹿 57 	島 克駿�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 514－ 42：06．32� 16．7�
611 クリノカポネ �5鹿 57 秋山真一郎栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 2 〃 アタマ 23．5�
34 キタサンヴィクター 牡5鹿 57 泉谷 楓真	大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 520－ 42：06．4� 23．0

59 ダンツチョイス 牝5栗 55 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 462± 02：06．72 93．5�
47 リ ヴ ィ エ ラ 牡4鹿 57 岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 512± 02：06．91 17．6�
22 モーニングサン 牡4鹿 57 松山 弘平林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 466－ 2 〃 ハナ 11．2
712 セヴィルロアー 牡6鹿 57 北村 友一北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 500± 02：07．43 171．4�
815 キングフォルテ 牡5鹿 57 松若 風馬平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 528－ 42：07．61� 31．3�
713 メメランタン 牡4芦 57 岩崎 翼本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 530－ 4 〃 ハナ 50．9�
35 ダイシンカローリ 牡5栗 57 川又 賢治大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 520＋ 22：08．02� 94．3�
58 テ ィ ー コ ア 牡6栗 57 小崎 綾也深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 506－142：09．17 172．0�
11 ヒラボクメルロー 牝4黒鹿55 西村 淳也�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 458＋102：10．05 17．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，109，300円 複勝： 70，090，000円 枠連： 18，850，700円
馬連： 95，510，000円 馬単： 44，473，200円 ワイド： 69，916，800円
3連複： 145，591，600円 3連単： 192，610，000円 計： 680，151，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 110円 � 470円 枠 連（2－4） 270円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，400円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 20，660円

票 数

単勝票数 計 431093 的中 � 69090（2番人気）
複勝票数 計 700900 的中 � 113603（2番人気）� 256405（1番人気）� 20944（10番人気）
枠連票数 計 188507 的中 （2－4） 52227（1番人気）
馬連票数 計 955100 的中 �� 176632（1番人気）
馬単票数 計 444732 的中 �� 32153（2番人気）
ワイド票数 計 699168 的中 �� 105370（1番人気）�� 10961（16番人気）�� 17859（12番人気）
3連複票数 計1455916 的中 ��� 29743（9番人気）
3連単票数 計1926100 的中 ��� 6756（64番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．3―14．1―13．2―12．9―12．5―12．0―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．3―50．4―1：03．6―1：16．5―1：29．0―1：41．0―1：52．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャンパンクーペ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．3．9 阪神8着

2016．4．19生 牡4鹿 母 シャンパンフルート 母母 トランシーフレーズ 11戦3勝 賞金 39，101，000円
〔制裁〕 ダイメイコリーダ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出走取消馬 コバルトブルー号（疾病〔左後肢跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アロマティカス号・カフジロッソ号

15070 6月21日 晴 良 （2阪神3） 第6日 第10競走 ��2，000�
た る み

垂水ステークス
発走15時00分 （芝・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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

611 ランブリングアレー 牝4黒鹿55 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 466－ 61：59．1 3．0�
714 ショウナンバルディ 牡4黒鹿57 松若 風馬国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 448＋101：59．41� 7．7�
23 マイネルウィルトス 牡4黒鹿57 柴田 大知 �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 468± 0 〃 ハナ 5．7�
11 ハナズレジェンド 牡7栗 57 川又 賢治広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 466－ 41：59．71� 28．6�
35 ドリームソルジャー 牡6栗 57 �島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 484－ 2 〃 ハナ 25．7	

48 アールスター 牡5鹿 57 浜中 俊 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 518＋ 61：59．91� 8．7

36 ラクローチェ 牡4鹿 57 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 476＋ 22：00．0� 16．0�
12 タガノアスワド 牝6黒鹿55 岩田 望来八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526＋122：00．1クビ 14．9�
47 シ フ ル マ ン 牡4芦 57 松山 弘平�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 506－ 6 〃 ハナ 6．0
59 レオコックブルー 牝5黒鹿55 藤井勘一郎親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 456＋122：00．2� 140．6�
816	 ツーエムアロンソ 牡4鹿 57 泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 530＋ 4 〃 クビ 25．9�
713 シャンティローザ 牝6青鹿55 斎藤 新ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 498＋102：01．26 38．1�
612 カ リ ボ ー ル 牡4鹿 57 富田 暁大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488－ 42：01．41
 22．7�
815 サウンドバーニング 牡8鹿 57 西村 淳也増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 424－ 22：01．61 157．8�
510 ルナーランダー 牡7栗 57 秋山真一郎ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 42：01．81
 91．6�
24 ベディヴィア 牡6栗 57 小崎 綾也 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 474± 02：01．9� 293．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，700，500円 複勝： 89，096，900円 枠連： 26，571，000円
馬連： 136，999，100円 馬単： 48，304，300円 ワイド： 98，995，400円
3連複： 206，909，400円 3連単： 208，171，200円 計： 871，747，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 180円 � 190円 枠 連（6－7） 780円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 400円 �� 420円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 6，450円

票 数

単勝票数 計 567005 的中 � 148641（1番人気）
複勝票数 計 890969 的中 � 216601（1番人気）� 113740（2番人気）� 107416（4番人気）
枠連票数 計 265710 的中 （6－7） 26197（2番人気）
馬連票数 計1369991 的中 �� 103151（2番人気）
馬単票数 計 483043 的中 �� 23340（1番人気）
ワイド票数 計 989954 的中 �� 65796（1番人気）�� 62123（2番人気）�� 27995（9番人気）
3連複票数 計2069094 的中 ��� 76720（1番人気）
3連単票数 計2081712 的中 ��� 23372（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．9―11．8―11．8―12．2―12．0―12．1―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―22．9―34．8―46．6―58．4―1：10．6―1：22．6―1：34．7―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランブリングアレー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．6 京都1着

2016．3．24生 牝4黒鹿 母 ブルーミングアレー 母母 プリンセスオリビア 10戦4勝 賞金 76，688，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 アールスター号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アールスター号は，令和2年6月22日から令和2年7月12日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
※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 ドラグーンシチー号・ニューポート号

１レース目



15071 6月21日 晴 良 （2阪神3） 第6日 第11競走
サマーマイルシリーズ ウインズ米子開設20周年記念

��1，600�
よ な ご

米子ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
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1，200万円毎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）

米子市長賞（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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

715 スマイルカナ 牝3芦 50 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 410－101：32．7 5．1�
612 ラ セ ッ ト 牡5鹿 56 秋山真一郎桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 496－ 61：32．91� 29．1�
24 ミッキーブリランテ 牡4鹿 56 松若 風馬野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：33．11 21．7�
817 プロディガルサン 牡7鹿 56 荻野 極金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B512－ 6 〃 アタマ 67．1�
36 ミラアイトーン 牡6青鹿57 幸 英明島川 �哉氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 546－14 〃 クビ 19．9	
47 ダノンチェイサー 牡4鹿 57 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋161：33．2クビ 2．9

818 レインボーフラッグ 牡7鹿 56 小崎 綾也 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 468± 01：33．41� 55．4�
510	
 モズダディー 牡5栗 56 藤井勘一郎北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B500± 01：33．5� 13．5�
713 レッドヴェイロン 牡5鹿 56 岩田 望来 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492± 01：33．6� 6．1
12 カ テ ド ラ ル 牡4鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 488－ 61：33．7クビ 6．3�
23 メイショウオワラ 牝6鹿 54 西村 淳也松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 476＋ 8 〃 クビ 42．8�
816 ハッピーアワー 牡4鹿 57 浜中 俊髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 442－10 〃 アタマ 51．7�
48 アメリカズカップ 牡6黒鹿56 斎藤 新谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B450－ 21：33．91� 201．1�
714 マイネルフラップ 牡4黒鹿56 富田 暁 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 21：34．1� 249．2�
11 ジ ョ イ フ ル 牡6鹿 57 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B520± 01：34．2� 87．7�
35 カ ツ ジ 牡5鹿 57 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 61：34．51� 12．6�
59 ランスオブプラーナ 牡4黒鹿57 泉谷 楓真五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478± 01：34．71� 113．0�
611 クライムメジャー 牡6栗 56 北村 友一 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 532－ 21：35．02 148．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 115，778，800円 複勝： 142，953，900円 枠連： 55，606，000円
馬連： 295，432，300円 馬単： 102，694，900円 ワイド： 181，375，400円
3連複： 484，638，700円 3連単： 542，893，500円 計： 1，921，373，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 230円 � 720円 � 660円 枠 連（6－7） 2，800円

馬 連 �� 8，020円 馬 単 �� 11，240円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 2，050円 �� 5，070円

3 連 複 ��� 37，330円 3 連 単 ��� 173，160円

票 数

単勝票数 計1157788 的中 � 180345（2番人気）
複勝票数 計1429539 的中 � 194626（3番人気）� 46733（9番人気）� 52183（8番人気）
枠連票数 計 556060 的中 （6－7） 15362（13番人気）
馬連票数 計2954323 的中 �� 28541（25番人気）
馬単票数 計1026949 的中 �� 6851（41番人気）
ワイド票数 計1813754 的中 �� 19872（25番人気）�� 23046（21番人気）�� 9099（51番人気）
3連複票数 計4846387 的中 ��� 9735（113番人気）
3連単票数 計5428935 的中 ��� 2273（507番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―12．2―11．5―11．4―11．2―11．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―22．9―35．1―46．6―58．0―1：09．2―1：20．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルカナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2019．7．27 新潟1着

2017．3．22生 牝3芦 母 エーシンクールディ 母母 Catalina 8戦4勝 賞金 107，782，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 アンコールプリュ号・キョウヘイ号・ベストアプローチ号・ボールライトニング号

15072 6月21日 晴 稍重 （2阪神3） 第6日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時15分 （ダート・右）（1000万円以下）

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

23 フ ォ ー テ 牡3黒鹿54 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B492＋121：11．7 1．5�
510 スズカカナロア 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 486－14 〃 ハナ 10．5�
59 アカツキジョー 牡5栗 57

56 ☆斎藤 新河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 500－ 21：11．91 123．6�
36 ホウオウジャッジ 牡5鹿 57 荻野 極小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 464－ 41：12．11� 65．1�
713 オンリーワンスター 牝7鹿 55 岩崎 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 458－ 21：12．31� 51．6�
24 レッドシャーロット 牝5鹿 55

54 ☆岩田 望来 	東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：12．51� 8．3

47 デンコウハピネス 牝4黒鹿55 川又 賢治田中 康弘氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 434－ 61：12．71� 56．3�
714 スターペスマリア 牝6栗 55

52 ▲泉谷 楓真河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 492－ 61：12．8� 78．5�
48 アグネスエーデル 牡8鹿 57 浜中 俊渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 516－10 〃 アタマ 37．1
816 シャイニーブランコ 牡4芦 57 西村 淳也小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 452－ 2 〃 ハナ 23．1�
12 タマモサザンクロス 牡6黒鹿57 �島 克駿タマモ	 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 472－ 41：12．9	 39．7�
611 サンビショップ 
8栗 57 松若 風馬�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 486± 01：13．0クビ 37．0�
11 アッティーヴォ 牡6栗 57 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 480＋ 41：13．1	 7．0�
815� リュウシンベガス 牡6黒鹿57 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 アタマ 46．7�
612 キョウワヒラリー 牝6鹿 55 中井 裕二浅川 昌彦氏 角田 晃一 新冠 協和牧場 B516＋ 41：14．27 97．6�
35 クリムゾンバローズ 
7栗 57 藤井勘一郎猪熊 広次氏 上村 洋行 新冠 須崎牧場 502－ 81：14．51	 172．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，589，000円 複勝： 139，769，000円 枠連： 34，113，500円
馬連： 162，858，500円 馬単： 78，746，500円 ワイド： 138，176，100円
3連複： 267，512，500円 3連単： 402，189，100円 計： 1，304，954，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 240円 � 1，110円 枠 連（2－5） 630円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，120円 �� 14，050円

3 連 複 ��� 24，700円 3 連 単 ��� 57，510円

票 数

単勝票数 計 815890 的中 � 431364（1番人気）
複勝票数 計1397690 的中 � 608334（1番人気）� 107134（4番人気）� 17169（14番人気）
枠連票数 計 341135 的中 （2－5） 41372（3番人気）
馬連票数 計1628585 的中 �� 141347（3番人気）
馬単票数 計 787465 的中 �� 59703（3番人気）
ワイド票数 計1381761 的中 �� 98333（3番人気）�� 15964（22番人気）�� 2338（87番人気）
3連複票数 計2675125 的中 ��� 8121（74番人気）
3連単票数 計4021891 的中 ��� 5070（162番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．1―12．0―11．7―12．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 ・（3，9，12）（1，6，10）（2，4，5）（7，8，13）16（11，14）15 4 ・（3，9，12）10（1，6）（2，4，5）（7，8，13）16，11，14，15

勝馬の
紹 介

フ ォ ー テ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Noverre デビュー 2019．7．28 新潟5着

2017．4．11生 牡3黒鹿 母 エ ノ ラ 母母 Enrica 7戦3勝 賞金 29，173，000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 サイモンミラベル号・マイネルバトゥータ号

４レース目



（2阪神3）第6日 6月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 179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

232，430，000円
5，620，000円
22，350，000円
1，540，000円
26，940，000円
77，609，500円
5，512，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
618，577，800円
884，176，200円
225，217，100円
1，169，351，900円
497，496，900円
885，544，900円
1，821，495，500円
2，237，192，300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
計 8，339，052，600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6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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