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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

15025 6月13日 曇 不良 （2阪神3） 第3日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時00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

11 サトノスライヴ 牡3黒鹿 56
53 ▲泉谷 楓真 �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 504＋ 21：53．2 6．6�

12 ワンダーアマルフィ 牡3鹿 56 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 492＋ 21：53．41� 6．5�
815 ヴィルトゥオーゾ 牡3鹿 56 �島 克駿東海林貴大氏 高橋 亮 新冠 須崎牧場 482± 01：53．5クビ 9．4�
816 メイショウハクサン 牡3鹿 56 中井 裕二松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 478 ―1：53．71� 33．7�
36 エイシンファイター 牡3青鹿56 松山 弘平�栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 488± 0 〃 ハナ 3．5	
23 トキノソマリ 牡3鹿 56 幸 英明田中 準市氏 寺島 良 新冠 村田牧場 508－ 21：53．91� 7．4

611 ウォーターモースト 牡3鹿 56 岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 厚真 大川牧場 448± 01：54．22 13．0�
24 キズナハイトーン �3黒鹿56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 水上 習孝 480± 01：54．51� 7．8�
59 レッドロジンカ �3栗 56 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 アタマ 28．3
35 エイシンパレード 牡3栗 56 川須 栄彦�栄進堂 矢作 芳人 新ひだか 築紫 洋 462＋ 61：54．71� 38．1�
713 クリノシラユキ 牡3芦 56 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 横井 哲 492 ―1：54．91� 25．7�
714 キングズジェム 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 平取 清水牧場 460± 01：55．53� 109．3�
510 ス コ ー レ 牡3鹿 56 藤井勘一郎金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 B536－ 41：56．24 22．8�
48 ヴァーツラフ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 木村 秀則 450－ 81：56．3クビ 248．0�

612 ワンダーセートティ 牡3鹿 56 黒岩 悠山本 能成氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 468 ―1：57．04 170．5�
47 ガラスノヒトミ 牡3栗 56 高倉 稜野田 善己氏 角居 勝彦 むかわ 市川牧場 472± 01：57．31� 43．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，141，800円 複勝： 50，966，200円 枠連： 12，837，100円
馬連： 54，545，500円 馬単： 23，363，100円 ワイド： 50，509，900円
3連複： 86，212，700円 3連単： 82，191，800円 計： 389，768，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 260円 � 290円 枠 連（1－1） 1，940円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，040円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 6，120円 3 連 単 ��� 32，470円

票 数

単勝票数 計 291418 的中 � 35193（3番人気）
複勝票数 計 509662 的中 � 66078（2番人気）� 51634（5番人気）� 42915（6番人気）
枠連票数 計 128371 的中 （1－1） 5113（8番人気）
馬連票数 計 545455 的中 �� 20213（8番人気）
馬単票数 計 233631 的中 �� 5145（12番人気）
ワイド票数 計 505099 的中 �� 16302（9番人気）�� 12404（12番人気）�� 9948（18番人気）
3連複票数 計 862127 的中 ��� 10550（17番人気）
3連単票数 計 821918 的中 ��� 1835（99番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―13．2―12．7―12．6―12．7―12．9―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．9―49．6―1：02．2―1：14．9―1：27．8―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
15（12，14）10－（8，6）7，16，2（1，13）（3，11）4－9，5・（15，12，14）6（7，16）（10，1，2）（8，3，13）（4，11）9，5

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

勝馬の
紹 介

サトノスライヴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．1．18 小倉5着

2017．4．10生 牡3黒鹿 母 サトノフラリッシュ 母母 ピサノベネチアン 8戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノガオガオ号・バッファローボム号
（非抽選馬） 1頭 タマモイチバンボシ号

15026 6月13日 曇 不良 （2阪神3） 第3日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10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

48 ニホンピログルーヴ 牡3黒鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 474± 01：12．1 3．9�
36 メイショウワダマ 牝3栗 54 福永 祐一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 絵笛牧場 452－ 21：12．31� 6．3�
23 マ タ ギ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 452－ 21：12．61� 2．5�
47 ヒメノジャッカル 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 458＋ 6 〃 アタマ 23．9�
510 メイショウシュート 牡3鹿 56 長岡 禎仁松本 好雄氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 456± 01：12．7� 8．0�
612 ラヴアンドヨウコ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 414－ 61：12．8クビ 25．9�
816 エスシーミホーク 牡3鹿 56 藤井勘一郎工藤 圭司氏 西橋 豊治 日高 三宅 正弘 476± 0 〃 クビ 14．4	
35 サウンドヒーロー 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 小泉牧場 442＋161：12．9� 45．7

713 ニホンピロデュラン 牝3栗 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476＋161：13．21� 19．8�
815 シゲルリュウセイ 牡3黒鹿56 岩崎 翼森中 蕃氏 渡辺 薫彦 新冠 樋渡 志尚 504＋101：13．41� 75．6�
11 メイショウヴンダー 牡3青鹿 56

55 ☆菊沢 一樹松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 428－ 61：13．82� 98．3
714 クレスコアンジェラ 牝3黒鹿54 �島 良太堀川 三郎氏 長谷川浩大 むかわ ヤマイチ牧場 456＋ 21：13．9クビ 128．7�
59 マリアブレス 牝3鹿 54 酒井 学服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 400－14 〃 クビ 46．3�
24 サンライズキャノン 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 532－ 41：14．0クビ 91．0�
611 チェルビックヒム 牝3鹿 54 川須 栄彦�ターフ・スポート羽月 友彦 日高 奥山 博 436－ 81：14．21� 110．2�
12 ウイングカプリース 牡3鹿 56 松山 弘平池田 實氏 牧田 和弥 浦河 杵臼斉藤牧場 512 ―1：14．94 40．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，254，000円 複勝： 52，651，500円 枠連： 9，590，400円
馬連： 51，701，500円 馬単： 23，998，900円 ワイド： 45，516，100円
3連複： 77，504，500円 3連単： 82，086，900円 計： 373，303，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 170円 � 110円 枠 連（3－4） 1，060円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 460円 �� 220円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 7，520円

票 数

単勝票数 計 302540 的中 � 60734（2番人気）
複勝票数 計 526515 的中 � 97213（2番人気）� 57477（4番人気）� 160067（1番人気）
枠連票数 計 95904 的中 （3－4） 6974（5番人気）
馬連票数 計 517015 的中 �� 27811（5番人気）
馬単票数 計 239989 的中 �� 6692（9番人気）
ワイド票数 計 455161 的中 �� 22559（5番人気）�� 60075（1番人気）�� 30713（2番人気）
3連複票数 計 775045 的中 ��� 51379（2番人気）
3連単票数 計 820869 的中 ��� 7904（13番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―11．9―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．7―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピログルーヴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．9．28 阪神15着

2017．3．16生 牡3黒鹿 母 ニホンピロアブミ 母母 ニホンピロクリア 7戦1勝 賞金 6，640，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイショウヴンダー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月13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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エールヴィフ号・サンドジョーカー号・ダノンボヌール号・ニホンピロブケーラ号・プチルミエール号・

ロードクラージュ号

第３回 阪神競馬 第３日



15027 6月13日 曇 不良 （2阪神3） 第3日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時05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

59 メイショウカズサ 牡3栗 56 松山 弘平松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B474－ 41：51．8 2．2�
23 ヴェルテックス 牡3栗 56 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B522－ 21：51．9� 6．7�
714 ヴェラアズール 牡3青 56 福永 祐一 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 41：52．11� 2．7�
11 テイエムホイッスル 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 470＋ 81：52．52 163．6�
713� ケルントナー 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Buscar Sta-
bles, Inc. B500＋ 61：53．03 16．9	

24 マルカブレーブ 牡3黒鹿56 国分 優作日下部 猛氏 松永 昌博 新冠 長浜牧場 470－ 21：53．32 26．6

611 スリーシャーペン 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁永井商事� 木原 一良 浦河 中神牧場 472－ 81：53．51� 36．1�
815 サンライズヘルメス 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 470－ 21：53．92� 229．5�
35 ト レ ゾ ア 牡3鹿 56 西村 淳也永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 466－ 61：54．0� 25．5
12 サンライズルーカス 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 528＋ 81：54．85 13．9�
510 キクノキング 牡3鹿 56 幸 英明菊池 五郎氏 森田 直行 新冠 村本牧場 498＋ 41：55．65 107．7�
612 キングリアリティー 牡3鹿 56 岩崎 翼伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新ひだか 村上牧場 466± 01：56．13 268．7�
36 � サンメディル 牡3鹿 56 川又 賢治 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

482－ 2 〃 ハナ 66．3�
48 アルムポルックス 牡3栗 56 �島 克駿﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472± 01：56．95 138．9�
816� グラスコックピット 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真飯田 良枝氏 高橋 義忠 米 Dr. Masa-
take Iida 458± 01：57．43 93．0�

47 ナムラダンク 牡3芦 56 藤懸 貴志奈村 信重氏 大根田裕之 日高 野島牧場 476 ―1：57．93 260．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，453，500円 複勝： 58，518，600円 枠連： 10，703，100円
馬連： 53，930，200円 馬単： 31，664，000円 ワイド： 49，481，800円
3連複： 90，603，200円 3連単： 126，921，200円 計： 462，275，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（2－5） 530円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 270円 �� 150円 �� 290円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 計 404535 的中 � 145242（1番人気）
複勝票数 計 585186 的中 � 185421（1番人気）� 69685（3番人気）� 159658（2番人気）
枠連票数 計 107031 的中 （2－5） 15597（2番人気）
馬連票数 計 539302 的中 �� 58073（2番人気）
馬単票数 計 316640 的中 �� 21448（3番人気）
ワイド票数 計 494818 的中 �� 40283（2番人気）�� 109801（1番人気）�� 36519（3番人気）
3連複票数 計 906032 的中 ��� 135799（1番人気）
3連単票数 計1269212 的中 ��� 33975（4番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．6―12．8―12．7―12．2―12．5―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．1―48．9―1：01．6―1：13．8―1：26．3―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウカズサ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．9．16 阪神10着

2017．4．29生 牡3栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 9戦1勝 賞金 14，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルムポルックス号・グラスコックピット号・ナムラダンク号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和2年7月13日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニシノシロフネ号
（非抽選馬） 1頭 デスマッチヤンキー号

15028 6月13日 雨 稍重 （2阪神3） 第3日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右・外）

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
1：31．9
1：30．3

良
良

35 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 438＋141：35．3 25．5�
11 ヴェントボニート 牝3鹿 54 幸 英明名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 418＋ 6 〃 クビ 5．5�
816 ホワイトロッジ 牝3鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428＋ 6 〃 ハナ 2．8�
36 フリークアウト 牝3鹿 54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 2 〃 ハナ 6．5�
714 メモリーオブブルー 牝3鹿 54 浜中 俊 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 434± 01：36．04 17．2�
47 カ ノ ア 牝3鹿 54 秋山真一郎 �ニッシンホール

ディングス 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋161：36．1� 48．1	
24 マリアネージュ 牝3芦 54 小牧 太 �友駿ホースクラブ 松永 幹夫 新ひだか カタオカフアーム 446± 01：36．31� 95．1

715 ガレットデロワ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 406＋ 61：36．4� 54．4�
818 アロハヌイロア 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗 �ニッシンホール
ディングス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444－ 21：36．61� 17．2�

59 スマートアリエル 牝3黒鹿54 和田 竜二大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 450＋ 21：36．7クビ 23．1
23 タムロシャイン 牝3芦 54

53 ☆斎藤 新谷口 屯氏 西園 正都 日高 天羽牧場 442＋ 41：36．8� 36．1�
817 ア リ シ ア 牝3青鹿54 藤懸 貴志前田 葉子氏 高野 友和 新ひだか 矢野牧場 446－ 41：37．01� 323．2�
12 ウィンディスペル 牝3鹿 54 西村 淳也 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434＋121：37．1� 64．4�
510 ア メ ト リ ン 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 434＋ 41：37．31 272．9�
48 チ ャ イ カ 牝3鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 0 〃 ハナ 4．2�
611 タガノエリカ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 宮本 博 新冠 八木牧場 410＋ 81：37．51� 462．1�
612 ダノンルミナ 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 484－ 21：38．67 63．0�
713 ビ ッ ク マ ム 牝3芦 54 松若 風馬�ジェイアール 中尾 秀正 新ひだか 片山牧場 B456＋ 41：39．02� 74．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，089，900円 複勝： 53，330，500円 枠連： 11，237，100円
馬連： 55，588，900円 馬単： 24，377，000円 ワイド： 48，568，900円
3連複： 83，675，600円 3連単： 91，151，200円 計： 405，019，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 650円 � 190円 � 160円 枠 連（1－3） 1，380円

馬 連 �� 8，390円 馬 単 �� 25，820円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 1，450円 �� 410円

3 連 複 ��� 9，070円 3 連 単 ��� 124，450円

票 数

単勝票数 計 370899 的中 � 11635（8番人気）
複勝票数 計 533305 的中 � 15564（9番人気）� 78361（3番人気）� 102024（2番人気）
枠連票数 計 112371 的中 （1－3） 6293（7番人気）
馬連票数 計 555889 的中 �� 5132（26番人気）
馬単票数 計 243770 的中 �� 708（66番人気）
ワイド票数 計 485689 的中 �� 4912（27番人気）�� 8216（15番人気）�� 33504（4番人気）
3連複票数 計 836756 的中 ��� 6914（28番人気）
3連単票数 計 911512 的中 ��� 531（332番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．6―46．7―58．8―1：10．7―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．5
3 6，8（12，9）（5，13）（7，14，16）（3，18）（2，4）（1，11）－（10，15）17 4 6（8，9）12（5，16）（7，13）（14，18）3，4（2，1）11（15，17）10

勝馬の
紹 介

トウケイミラ �
�
父 トウケイヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．12．21 阪神8着

2017．2．26生 牝3鹿 母 トウケイルーブル 母母 ビッグティアラ 5戦1勝 賞金 6，135，000円
〔3走成績による出走制限〕 アリシア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月13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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キュートルーラー号・タイズオブハート号・タガノアマルフィ号・プリティユニバンス号
（非抽選馬） 1頭 レッドエーデル号



15029 6月13日 雨 稍重 （2阪神3） 第3日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

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
1：08．6
1：07．8

良
良

33 ヨ カ ヨ カ 牝2黒鹿54 福永 祐一岡 浩二氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 452 ―1：10．8 2．5�
77 モントライゼ 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 アタマ 1．9�
11 ブラックアーメット 牡2黒鹿 54

53 ☆岩田 望来窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 480 ―1：11．43� 19．7�
44 エコロキング 牡2青鹿54 秋山真一郎原村 正紀氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 432 ―1：11．82� 18．8�
66 シューラヴァラ 牡2黒鹿54 和田 竜二高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 444 ―1：12．11� 32．0�
55 ア カ ヒ ゲ 牡2栗 54 幸 英明佐々木孝之氏 高橋 康之 浦河 桑田フアーム 436 ― 〃 クビ 14．9	
88 スターリーソング 牝2鹿 54 浜中 俊広尾レース
 高柳 大輔 新ひだか 金 球美 418 ―1：12．73� 19．1�
22 ラブリートキメキ 牝2黒鹿54 松山 弘平熊田 晋作氏 鈴木 孝志 登別 登別上水牧場 438 ―1：14．7大差 28．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 50，510，400円 複勝： 50，206，600円 枠連： 発売なし
馬連： 51，047，600円 馬単： 34，560，400円 ワイド： 31，445，800円
3連複： 60，392，000円 3連単： 143，072，400円 計： 421，235，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 130円 �� 440円 �� 380円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 2，400円

票 数

単勝票数 計 505104 的中 � 167927（2番人気）
複勝票数 計 502066 的中 � 149774（2番人気）� 229387（1番人気）� 24253（4番人気）
馬連票数 計 510476 的中 �� 211058（1番人気）
馬単票数 計 345604 的中 �� 67832（2番人気）
ワイド票数 計 314458 的中 �� 91821（1番人気）�� 13495（9番人気）�� 16402（5番人気）
3連複票数 計 603920 的中 ��� 57521（4番人気）
3連単票数 計1430724 的中 ��� 43165（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―12．2―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．6―47．8―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨ カ ヨ カ 
�
父 スクワートルスクワート 

�
母父 Danehill Dancer 初出走

2018．5．13生 牝2黒鹿 母 ハニーダンサー 母母 ハ ニ ー バ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ブラックアーメット号の騎手岩田望来は，負担重量について注意義務を怠り戒告。

15030 6月13日 雨 稍重 （2阪神3） 第3日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時55分 （芝・右・外）

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
1：44．4
1：43．9

良
良

24 アウサンガテ 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 432－ 21：48．4 2．5�

35 タツハグンセイ 牡3鹿 56 三津谷隼人鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 B456－ 81：48．61 58．5�
818 シュルシャガナ 牡3芦 56 松山 弘平ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 438± 01：49．13 4．5�
816 カイザーライン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 518＋10 〃 クビ 13．6�
715 モルトルバート �3鹿 56

55 ☆斎藤 新 �シルクレーシング 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム B436－ 61：49．2� 35．1	
713 アドマイヤパンドラ 牝3芦 54 西村 淳也近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 アタマ 68．6

817 タガノオウリン 牡3鹿 56 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 41：49．62 233．7�
59 グリーンハイパワー 牡3鹿 56 小牧 太中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 468± 0 〃 クビ 168．6�
23 ビービーグラビティ 牡3青鹿56 小崎 綾也�坂東牧場 吉村 圭司 平取 坂東牧場 432－10 〃 ハナ 602．4
48 レッドラトゥール �3鹿 56 北村 友一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 466＋ 41：49．7クビ 7．4�
611 ウインジョイフル 牡3青鹿56 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新ひだか 松田牧場 486＋ 2 〃 クビ 4．9�
12 テイエムキズナオー 牡3黒鹿56 M．デムーロ竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 斉藤スタッド 454－101：49．8� 11．7�
510 アイドンノー 牡3黒鹿56 松若 風馬薪浦 亨氏 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 488＋101：50．11	 70．3�
612 トラストバディ 牡3鹿 56 川須 栄彦�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 474－ 61：50．2	 128．0�
47 テ レ ー ザ 牝3青鹿54 高倉 稜門野 文典氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 61：50．41
 173．7�
36 ハコダテメジャー 牡3栗 56 秋山真一郎河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 広大 540 ―1：50．61� 46．3�
714� セイウンヒュージ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Pope McLean 458＋ 41：50．7� 250．7�
11 サングノーブル �3鹿 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B452 ―1：58．9大差 79．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，341，700円 複勝： 56，482，600円 枠連： 12，371，000円
馬連： 64，548，200円 馬単： 29，896，400円 ワイド： 51，088，700円
3連複： 94，102，400円 3連単： 103，647，400円 計： 453，478，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 730円 � 150円 枠 連（2－3） 3，040円

馬 連 �� 7，540円 馬 単 �� 10，670円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 250円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 48，320円

票 数

単勝票数 計 413417 的中 � 131734（1番人気）
複勝票数 計 564826 的中 � 148220（1番人気）� 12283（8番人気）� 103362（2番人気）
枠連票数 計 123710 的中 （2－3） 3152（12番人気）
馬連票数 計 645482 的中 �� 6631（20番人気）
馬単票数 計 298964 的中 �� 2100（32番人気）
ワイド票数 計 510887 的中 �� 5719（20番人気）�� 63579（1番人気）�� 3474（29番人気）
3連複票数 計 941024 的中 ��� 8355（23番人気）
3連単票数 計1036474 的中 ��� 1555（133番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．1―12．1―12．1―12．1―11．8―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．3―46．4―58．5―1：10．6―1：22．4―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．8
3 5－7，16（4，14）13（2，11，15）（3，18）10（6，17）（8，9）12＝1 4 5＝（7，16）4（14，13）（2，11，15）18，3，17（6，10）（8，9）12＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アウサンガテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2020．3．14 阪神2着

2017．5．1生 牡3鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サングノーブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月13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〕 セイウンヒュージ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月13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 ノーウィック号・マーヴェラスジーン号・ワークアウト号



15031 6月13日 雨 不良 （2阪神3） 第3日 第7競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）（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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 クインズヴィヴィ 牝3青 52
51 ☆岩田 望来亀田 和弘氏 野中 賢二 浦河 高昭牧場 B480－ 61：23．1 5．0�

48 ファイヤーテーラー 牝3栗 52 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 470－ 41：23．52� 2．2�
816 ロ マ ネ ス ク 牝3青鹿52 和田 竜二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424－ 61：23．82 11．2�
612 メイショウマサヒメ 牝3青鹿 52

49 ▲泉谷 楓真松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 480＋ 41：23．9クビ 7．3�
47 � メイショウミチノク 牝4芦 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 468－ 81：24．11� 50．8	
11 � エ ナ ホ ー プ 牝6黒鹿55 高倉 稜宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 498± 01：24．31� 144．5

36 ラヴォアドゥース 牝3栃栗52 �島 克駿�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋181：24．4クビ 14．0�
713 ベルアーシュ 牝5芦 55

52 ▲服部 寿希矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B478＋ 6 〃 ハナ 41．2�
714 キララアモーレ 牝4栗 55 松若 風馬吉澤 克己氏 今野 貞一 浦河 辻 牧場 476± 0 〃 アタマ 38．1
611 レッドモアナ 牝4栗 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 442－101：24．5クビ 33．5�
815 ソプラドール 牝3栗 52

51 ☆斎藤 新�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ B468＋ 61：24．6� 11．3�

23 ミヤコシスター 牝3鹿 52 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 478－ 21：24．7クビ 18．5�
35 � クリノカサット 牝5栗 55 秋山真一郎栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 468± 0 〃 クビ 77．9�
24 ダイヤレイジング 牝4栗 55 西村 淳也三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 462＋ 21：25．55 23．7�
510 クリスタルオーブ 牝4鹿 55 藤懸 貴志永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：25．6� 288．4�
12 ブルーファンク 牝4栗 55 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B444＋ 41：27．19 104．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，724，200円 複勝： 64，184，300円 枠連： 16，130，400円
馬連： 78，043，300円 馬単： 30，480，200円 ワイド： 63，344，400円
3連複： 117，479，000円 3連単： 111，256，900円 計： 523，642，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 120円 � 230円 枠 連（4－5） 720円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 370円 �� 840円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 10，930円

票 数

単勝票数 計 427242 的中 � 68086（2番人気）
複勝票数 計 641843 的中 � 79836（2番人気）� 191357（1番人気）� 53742（5番人気）
枠連票数 計 161304 的中 （4－5） 17312（2番人気）
馬連票数 計 780433 的中 �� 76190（1番人気）
馬単票数 計 304802 的中 �� 13392（3番人気）
ワイド票数 計 633444 的中 �� 47289（1番人気）�� 18069（8番人気）�� 30903（4番人気）
3連複票数 計1174790 的中 ��� 38702（4番人気）
3連単票数 計1112569 的中 ��� 7375（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．4―33．4―45．3―57．9―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズヴィヴィ �
�
父 Honor Code �

�
母父 Midnight Lute デビュー 2019．12．15 阪神4着

2017．4．2生 牝3青 母 ヴィーヴィーグッドナイト 母母 Victorious Vice 4戦2勝 賞金 13，800，000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） 1頭 クイーンブロッサム号
（非抽選馬） 1頭 メイショウフクイク号

15032 6月13日 雨 不良 （2阪神3） 第3日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：48．5
1：47．6

重
重

48 ペ オ ー ス 牡3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460－141：51．4 4．2�

36 マイサンシャイン 牡4栗 57
56 ☆岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 クビ 16．3�

815 リトルクレバー 牡3鹿 54 川田 将雅岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 444± 01：52．67 5．9�
713 メイショウオオタカ 牡4鹿 57 岩崎 翼松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 21：52．8� 64．7�
23 ワインレッドローズ 牝4黒鹿 55

54 ☆斎藤 新飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 480＋ 2 〃 クビ 15．7�
11 ヤマニンスプレモ 牡4青鹿57 太宰 啓介土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 470＋ 41：52．9� 32．6	
35 シゲルヒカルダイヤ 牡4鹿 57 幸 英明森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538＋221：53．0� 39．1

510 スパンキーワールド �4栗 57 福永 祐一大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 504＋ 41：53．31� 8．5�
714 メイショウヨソユキ 牝4黒鹿55 酒井 学松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452＋101：53．4� 68．2�
59 	 アンセッドヴァウ 牡3栗 54 松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 456－ 6 〃 アタマ 6．4
24 キングリスティア 牡4青 57

54 ▲泉谷 楓真廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 512－ 21：53．71� 4．6�
47 サイモンルモンド �3栗 54 
島 良太澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 432± 01：54．01� 39．6�
611 サンライズラポール 牡3栗 54 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 506＋101：54．1� 9．2�
12 ザプラウドワンズ �4鹿 57 小坂 忠士小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 502－ 81：54．42 142．2�
612� ウインストロベリー 牝5栗 55 藤井勘一郎村岡 曉憲氏 服部 利之 日高 モリナガファーム 440－ 81：55．57 375．9�
816	 ジャスパージャック 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas
Park Stud 550＋341：57．110 124．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，547，500円 複勝： 66，229，800円 枠連： 15，434，500円
馬連： 79，598，600円 馬単： 28，919，100円 ワイド： 61，559，200円
3連複： 114，019，000円 3連単： 112，750，100円 計： 516，057，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 430円 � 210円 枠 連（3－4） 2，620円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 520円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 32，860円

票 数

単勝票数 計 375475 的中 � 69888（1番人気）
複勝票数 計 662298 的中 � 101264（2番人気）� 32699（8番人気）� 87868（3番人気）
枠連票数 計 154345 的中 （3－4） 4551（13番人気）
馬連票数 計 795986 的中 �� 16601（17番人気）
馬単票数 計 289191 的中 �� 3679（28番人気）
ワイド票数 計 615592 的中 �� 12275（17番人気）�� 32452（1番人気）�� 9226（26番人気）
3連複票数 計1140190 的中 ��� 14669（16番人気）
3連単票数 計1127501 的中 ��� 2487（102番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．9―12．6―13．0―12．8―12．5―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．7―49．3―1：02．3―1：15．1―1：27．6―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペ オ ー ス �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．12．7 阪神4着

2017．4．23生 牡3鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 4戦2勝 賞金 15，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャスパージャック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月13日まで平地

競走に出走できない。



15033 6月13日 雨 稍重 （2阪神3） 第3日 第9競走 2，400�
こ う ぶ

甲 武 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳53�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

44 ヒートオンビート 牡3鹿 53 川田 将雅 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 460＋ 62：27．7 3．3�
11 ボ ン ベ ー ル 牡4鹿 57 浜中 俊木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 480－ 82：28．65 20．8�
810 エカテリンブルク 牡3青鹿53 福永 祐一吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B500± 0 〃 クビ 4．2�
22 エイトマイル 牡4芦 57 西村 淳也 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 480－10 〃 アタマ 103．6�
66 ダンシングリッチー 牡3鹿 53 松山 弘平米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 448－ 82：28．7� 7．0	
55 ディアマンミノル 牡3栗 53 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 456－ 22：29．87 4．9

89 ミレニアムクロス 牡3鹿 53 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B484－ 82：30．22� 5．4�
77 � スターオブジーン 牡4鹿 57 三津谷隼人光安 了氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 376± 02：30．52 51．6�
78 サダムラピュタ 牡5黒鹿57 松若 風馬大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B480＋ 82：30．81� 11．1
33 グリッサード 牡4鹿 57 荻野 極 �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：33．6大差 58．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，007，700円 複勝： 58，891，100円 枠連： 12，225，200円
馬連： 76，418，000円 馬単： 32，779，300円 ワイド： 49，367，700円
3連複： 101，486，800円 3連単： 146，916，200円 計： 521，092，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 560円 � 160円 枠 連（1－4） 4，900円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 310円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 33，010円

票 数

単勝票数 計 430077 的中 � 103522（1番人気）
複勝票数 計 588911 的中 � 111975（1番人気）� 18898（7番人気）� 111301（2番人気）
枠連票数 計 122252 的中 （1－4） 1930（13番人気）
馬連票数 計 764180 的中 �� 12248（16番人気）
馬単票数 計 327793 的中 �� 4156（29番人気）
ワイド票数 計 493677 的中 �� 7260（17番人気）�� 46395（1番人気）�� 7454（16番人気）
3連複票数 計1014868 的中 ��� 14156（21番人気）
3連単票数 計1469162 的中 ��� 3226（126番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．8―12．5―12．0―11．9―12．3―12．5―12．7―12．0―12．2―12．4

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―24．4―37．2―49．7―1：01．7―1：13．6―1：25．9―1：38．4―1：51．1―2：03．1―2：15．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒートオンビート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．12．15 阪神2着

2017．3．24生 牡3鹿 母 マルセリーナ 母母 マ ル バ イ ユ 6戦2勝 賞金 21，227，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリッサード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月13日まで平地競走に

出走できない。

15034 6月13日 雨 稍重 （2阪神3） 第3日 第10競走 ��2，200�
さ ん だ

三 田 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．6．8以降2．6．7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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

22 メイショウホウトウ 牡9青鹿53 太宰 啓介松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 500＋ 22：14．7 43．5�
710 レイエスプランドル 牡5鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 524＋ 6 〃 ハナ 25．4�
11 コロンバスデイ 牝5鹿 52 浜中 俊 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 472－ 42：15．12� 21．2�
33 プランドラー 牡4鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488－ 82：15．31� 4．7�
812 ペプチドフシチョウ 牝4鹿 52 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 460－ 42：15．4クビ 36．7�
55 � ケージーキンカメ 牡9黒鹿53 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 474± 0 〃 アタマ 70．3	
811 ジョウショームード 牡4黒鹿54 川須 栄彦熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 434－ 42：15．61� 21．0

67 サトノシリウス 牡5鹿 57 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 482＋ 42：16．55 2．9�
68 � ココナッツスルー 牝5黒鹿51 松若 風馬飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 454＋ 82：16．81� 15．4
79 メルヴィンカズマ 牡6黒鹿55 幸 英明合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 502－ 42：17．01� 15．8�
56 ア ド ラ ー タ 牝5鹿 53 松山 弘平 �社台レースホース石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋122：17．21� 8．9�
44 ウレキサイト 牡4芦 54 福永 祐一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 510＋ 22：17．73 3．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，322，200円 複勝： 68，460，800円 枠連： 18，991，600円
馬連： 109，052，300円 馬単： 39，614，200円 ワイド： 77，904，500円
3連複： 155，231，800円 3連単： 173，580，200円 計： 692，157，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，350円 複 勝 � 880円 � 710円 � 630円 枠 連（2－7） 8，760円

馬 連 �� 24，830円 馬 単 �� 58，710円

ワ イ ド �� 8，050円 �� 5，930円 �� 5，050円

3 連 複 ��� 132，450円 3 連 単 ��� 699，140円

票 数

単勝票数 計 493222 的中 � 9062（11番人気）
複勝票数 計 684608 的中 � 20298（11番人気）� 25752（9番人気）� 29280（8番人気）
枠連票数 計 189916 的中 （2－7） 1679（26番人気）
馬連票数 計1090523 的中 �� 3403（54番人気）
馬単票数 計 396142 的中 �� 506（113番人気）
ワイド票数 計 779045 的中 �� 2492（59番人気）�� 3390（54番人気）�� 3995（50番人気）
3連複票数 計1552318 的中 ��� 879（196番人気）
3連単票数 計1735802 的中 ��� 180（1120番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．8―13．1―12．8―12．4―12．1―12．0―12．2―12．0―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―23．7―35．5―48．6―1：01．4―1：13．8―1：25．9―1：37．9―1：50．1―2：02．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウホウトウ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．9．28 阪神3着

2011．4．2生 牡9青鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 42戦2勝 賞金 47，363，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



15035 6月13日 雨 不良 （2阪神3） 第3日 第11競走 ��1，400�
てんぽうざん

天保山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
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）

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 サ ヴ ィ 牡6黒鹿56 和田 竜二ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462－ 61：22．3 16．8�

612 レッドルゼル 牡4鹿 57 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 486－ 41：22．4� 2．0�
36 ヒ ラ ソ ー ル �4鹿 56 荻野 極阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 476－ 41：22．5	 16．9�
11 ド リ ュ ウ 牡5栗 56 西村 淳也�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 444＋ 21：22．6クビ 40．7�
510 タマモカトレア 牝5鹿 54 藤懸 貴志タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 488＋ 21：22．81
 139．4	
611 スマートダンディー 牡6鹿 59 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 502－ 2 〃 クビ 6．5

714 ビックリシタナモー 牡6黒鹿56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 510＋ 21：22．9クビ 45．5�
47 デザートストーム 牡6黒鹿56 幸 英明ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 41：23．0� 26．0�
24 アルマエルナト �9栗 56 斎藤 新コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 464－141：23．21� 189．3
12 デターミネーション 牡4鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：23．41� 4．6�
713 バティスティーニ 牡7鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B496＋ 81：23．93 25．1�
816 ドライヴナイト �7黒鹿57 太宰 啓介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 520± 01：24．53� 187．9�
59 � イーグルバローズ 牡6鹿 56 岩田 望来猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder

& N. Cole 550－ 61：24．6� 65．3�
815 テイエムサウスダン 牡3鹿 53 M．デムーロ竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 520＋ 21：24．7	 7．8�

（14頭）
23 ルッジェーロ �5黒鹿56 浜中 俊村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 504－ 6 （競走除外）

35 エルモンストロ 牡4鹿 56 福永 祐一�三嶋牧場 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 476＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 115，052，300円 複勝： 180，357，800円 枠連： 57，239，200円
馬連： 260，790，400円 馬単： 96，105，100円 ワイド： 171，628，900円
3連複： 393，907，800円 3連単： 477，991，200円 計： 1，753，072，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 300円 � 130円 � 320円 枠 連（4－6） 900円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，290円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 40，460円

票 数

単勝票数 差引計1150523（返還計 38943） 的中 � 54577（5番人気）
複勝票数 差引計1803578（返還計 64783） 的中 � 120442（5番人気）� 546843（1番人気）� 110849（6番人気）
枠連票数 差引計 572392（返還計 4379） 的中 （4－6） 49190（5番人気）
馬連票数 差引計2607904（返還計292745） 的中 �� 127351（5番人気）
馬単票数 差引計 961051（返還計104754） 的中 �� 14701（16番人気）
ワイド票数 差引計1716289（返還計204180） 的中 �� 80193（4番人気）�� 17963（27番人気）�� 77970（5番人気）
3連複票数 差引計3939078（返還計860994） 的中 ��� 62314（14番人気）
3連単票数 差引計4779912（返還計968587） 的中 ��� 8563（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．9―45．7―57．6―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ヴ ィ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 アルカセット デビュー 2017．2．11 京都1着

2014．5．10生 牡6黒鹿 母 ヴィヴァヴォーチェ 母母 トークショウ 15戦6勝 賞金 93，042，000円
〔競走除外〕 エルモンストロ号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。

ルッジェーロ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。
※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。
（非抽選馬）14頭 ヴァニラアイス号・カテドラル号・カラクプア号・クライムメジャー号・クロスケ号・サンライズソア号・

ジュンヴァルカン号・ニホンピロタイド号・ノーブルサターン号・ハットラブ号・ヒロブレイブ号・
フェニックスマーク号・マルカソレイユ号・ロシュフォール号

15036 6月13日 雨 不良 （2阪神3） 第3日 第12競走 1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時15分 （ダート・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

811 ダイアナブライト 牝4鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：51．6 6．3�
67 � デュアルウィールド 牝5栗 55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 506－ 21：51．81 7．4�
33 ショウナンナデシコ 牝3栗 52

51 ☆岩田 望来国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 470＋ 21：51．9� 1．8�
22 マドルガーダ 牝3栗 52 松山 弘平�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 2 〃 アタマ 4．8�
710 シンコーメグチャン 牝5鹿 55 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 498± 01：52．32� 21．5	
56 バラーディスト 牝4黒鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 21：52．4� 40．0

68 ワタシノロザリオ 牝6青鹿55 小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 464＋ 41：52．5クビ 53．7�
44 ソングオブザハート 牝3鹿 52 川又 賢治幅田 昌伸氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 420＋101：53．03 14．0�
812 メリッサーニ 牝5鹿 55 川須 栄彦�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：53．1クビ 29．4
11 ハイエストクイーン 牝5黒鹿 55

54 ☆富田 暁山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 494± 01：53．63 122．4�
55 クリノヴィクトリア 牝6栗 55

52 ▲泉谷 楓真栗本 博晴氏 萱野 浩二 青森 イズモリファーム 452－ 61：53．81� 162．4�
79 ダンツカホウ 牝5黒鹿55 藤井勘一郎山元 哲二氏 吉岡 辰弥 日高 白井牧場 518＋ 21：53．9� 152．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 73，645，200円 複勝： 105，744，300円 枠連： 20，714，800円
馬連： 119，808，000円 馬単： 60，027，700円 ワイド： 88，635，800円
3連複： 181，578，700円 3連単： 297，128，400円 計： 947，282，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 150円 � 160円 � 110円 枠 連（6－8） 1，610円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 490円 �� 290円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 12，130円

票 数

単勝票数 計 736452 的中 � 92278（3番人気）
複勝票数 計1057443 的中 � 129996（3番人気）� 111489（4番人気）� 459491（1番人気）
枠連票数 計 207148 的中 （6－8） 9926（7番人気）
馬連票数 計1198080 的中 �� 45512（9番人気）
馬単票数 計 600277 的中 �� 11548（14番人気）
ワイド票数 計 886358 的中 �� 42220（5番人気）�� 82600（2番人気）�� 79633（3番人気）
3連複票数 計1815787 的中 ��� 103330（3番人気）
3連単票数 計2971284 的中 ��� 17754（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．7―49．4―1：02．2―1：15．0―1：27．4―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイアナブライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Oratorio デビュー 2019．2．10 京都2着

2016．1．28生 牝4鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 9戦3勝 賞金 32，850，000円



（2阪神3）第3日 6月13日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 172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

202，080，000円
12，530，000円
22，350，000円
1，190，000円
23，060，000円
72，271，500円
4，730，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
590，090，400円
866，024，100円
197，474，400円
1，055，072，500円
455，785，400円
789，051，700円
1，556，193，500円
1，948，693，900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 7，458，385，900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3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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