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15037 6月14日 曇
（ 芝 ）重
（ダート）不良（2阪神3） 第4日 第1競走 ��3，110�障害3歳以上オープン

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，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：25．0良・良

66 ブレイクスピアー 牡5青鹿60 熊沢 重文前田 葉子氏 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 490－ 83：27．2 17．6�
810 メイショウタンヅツ 牡6鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 476－ 43：32．8大差 8．8�
44 メイショウゴウリキ 牡5黒鹿60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 482± 03：32．9� 13．5�
22 シゲルロウニンアジ 牡7鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 502＋ 83：33．0クビ 13．9�
33 ヒロシゲセブン 牡5鹿 60 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 516＋ 43：33．31� 5．1�
811 ヒロノタイリク 牡5栗 60 西谷 誠高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 512＋103：34．15 65．5	
78 メイショウバイタル 牡5青鹿60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 512＋ 63：34．2� 34．7

79 プレシャスタイム 牡7鹿 60 北沢 伸也小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 450＋123：35．26 36．6�
11 サムライフォンテン 牡7黒鹿60 上野 翔吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 484± 03：35．73 93．1�
55 � サダムドミニック 	6黒鹿60 黒岩 悠大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 464＋183：36．02 32．4
67 タガノアンピール 牡6黒鹿60 白浜 雄造八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 566＋10 （競走中止） 1．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，096，100円 複勝： 54，938，200円 枠連： 6，784，300円
馬連： 35，049，600円 馬単： 22，330，500円 ワイド： 28，439，100円
3連複： 58，827，600円 3連単： 94，573，900円 計： 321，039，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 790円 � 470円 � 720円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 12，400円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，220円 �� 800円

3 連 複 ��� 12，840円 3 連 単 ��� 98，940円

票 数

単勝票数 計 200961 的中 � 9113（6番人気）
複勝票数 計 549382 的中 � 17809（5番人気）� 32338（3番人気）� 19690（4番人気）
枠連票数 計 67843 的中 （6－8） 12012（2番人気）
馬連票数 計 350496 的中 �� 5901（15番人気）
馬単票数 計 223305 的中 �� 1350（33番人気）
ワイド票数 計 284391 的中 �� 5974（14番人気）�� 5899（15番人気）�� 9363（9番人気）
3連複票数 計 588276 的中 ��� 3435（40番人気）
3連単票数 計 945739 的中 ��� 693（240番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 53．3－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブレイクスピアー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．7．16 中京5着

2015．4．11生 牡5青鹿 母 コスモカラット 母母 エクセレンス 障害：13戦2勝 賞金 36，440，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 タガノアンピール号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 サムライフォンテン号の調教師石毛善彦は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

15038 6月14日 曇 重 （2阪神3） 第4日 第2競走 ��
��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 � ゼ ツ エ イ 牡3鹿 54 福永 祐一吉田 和美氏 音無 秀孝 豪 Raffles Dancers
（N Z）Pty Ltd 480－ 21：09．9 1．7�

611 ピエーナテーラー 牝3栗 54 秋山真一郎中西 浩一氏 石橋 守 新冠 ハシモトフアーム 472－ 6 〃 クビ 10．0�
59 スノーテーラー 牝3芦 54 松山 弘平中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 438－ 2 〃 ハナ 12．8�
48 カーテンコール 牝3栗 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 21：10．53� 4．1�
36 ツクバマサカド 牡3青鹿56 北村 友一荻原 昭二氏 中尾 秀正 日高 いとう牧場 488－ 61：10．81	 18．8�
815 ウンダモシタン 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 452－ 81：10．9� 56．8	
35 ナオミエキスプレス 牝3青鹿54 浜中 俊塩澤 正樹氏 池添 学 洞
湖 レイクヴィラファーム 418＋ 4 〃 クビ 26．9

12 アオイスイセイ �3黒鹿 56

55 ☆団野 大成星加 浩一氏 坂口 智康 浦河 田中スタッド 452－101：11．11 129．3�
816 ネクストエピソード 牝3鹿 54 荻野 極ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 386－ 2 〃 ハナ 48．3�
24 ラストブラッサム 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 448－ 81：11．2� 32．0
713 ヒルノパルマ 牝3黒鹿54 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 428－ 21：11．41 24．2�
23 メイショウポピンズ 牝3黒鹿54 畑端 省吾松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 太陽牧場 446± 01：12．25 423．3�
47 シュトライフリヒト 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 41：12．3	 190．0�
510 ユ メ イ ッ キ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 沖田 哲夫 B446－ 41：12．61	 179．2�
612 ダイメイムーン 牝3鹿 54 西村 淳也宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 518 ―1：12．7	 31．8�
714 ナムラキンタロー 牡3黒鹿56 �島 克駿奈村 睦弘氏 浜田多実雄 新ひだか 八田ファーム 446＋ 41：14．08 116．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，052，600円 複勝： 63，784，600円 枠連： 10，748，200円
馬連： 61，891，900円 馬単： 31，450，100円 ワイド： 52，187，500円
3連複： 96，178，400円 3連単： 118，312，300円 計： 472，605，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 290円 � 260円 枠 連（1－6） 750円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 440円 �� 500円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 380526 的中 � 173616（1番人気）
複勝票数 計 637846 的中 � 288581（1番人気）� 34488（4番人気）� 40288（3番人気）
枠連票数 計 107482 的中 （1－6） 10987（2番人気）
馬連票数 計 618919 的中 �� 56687（2番人気）
馬単票数 計 314501 的中 �� 20298（3番人気）
ワイド票数 計 521875 的中 �� 31710（2番人気）�� 27161（3番人気）�� 9315（14番人気）
3連複票数 計 961784 的中 ��� 22073（8番人気）
3連単票数 計1183123 的中 ��� 9858（19番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．3―46．2―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．6
3 11－9（1，8）12，2，15（5，10）6（7，16）（4，13）3＝14 4 11，9（1，8）12（2，5）15（6，10）16－（4，7，13）－3＝14

勝馬の
紹 介

�ゼ ツ エ イ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 More Than Ready デビュー 2020．1．26 小倉2着

2017．8．27生 牡3鹿 母 Ready To Lift 母母 On The Rise 5戦1勝 賞金 12，100，000円
〔発走状況〕 ナムラキンタロー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 ゼツエイ号の騎手福永祐一は，決勝線手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金10，000円。

（被害馬：9番）
〔調教再審査〕 ナムラキンタロー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラキンタロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月14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。
（非当選馬） 1頭 タイセイブルース号

第３回 阪神競馬 第４日



15039 6月14日 曇 不良 （2阪神3） 第4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

59 ロ ニ セ ラ 牝3青鹿54 福永 祐一前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438＋101：53．3 5．9�

35 グレースルビー 牝3鹿 54 幸 英明本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 464－ 21：53．4� 11．5�
34 スズカスペクトル 牝3栗 54

53 ☆富田 暁永井 啓弍氏 武 英智 日高 藤本ファーム B436＋ 41：54．35 2．3�
47 ピクシーサンライズ 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B460＋16 〃 クビ 34．3�
814 マジックアーツ 牝3青鹿54 松山 弘平下河辺隆行氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 B438＋ 41：54．4クビ 5．8�
712 ミルフィリア 牝3鹿 54 高倉 稜 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 434－10 〃 クビ 41．7	
23 リ ピ ネ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新
ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋ 61：55．25 16．1�

58 ジ グ 牝3栗 54
53 ☆森 裕太朗武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 442＋ 21：55．41� 134．3�

815 シ ー シ ッ プ 牝3鹿 54
51 ▲泉谷 楓真松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 484－101：55．71� 258．0

610 メイショウモクレン 牝3黒鹿 54
53 ☆団野 大成松本 和子氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 434－ 41：55．8� 84．3�

713 シューラヴァーグ 牝3黒鹿54 川須 栄彦藤井 亮輔氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 81：56．54 165．1�
22 チェルヴィーノ 牝3青鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500－ 41：57．13� 7．9�
611 ブライトアイズ 牝3栗 54 �島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 484＋ 81：58．16 35．4�
11 スマートラミア 牝3鹿 54 川又 賢治大川 徹氏 石坂 公一 日高 いとう牧場 488± 02：01．1大差 10．7�
46 フェニーチェスタ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 438＋14 （競走中止） 175．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，968，000円 複勝： 51，131，800円 枠連： 9，574，500円
馬連： 53，687，000円 馬単： 26，748，800円 ワイド： 46，277，700円
3連複： 81，243，500円 3連単： 102，895，800円 計： 408，527，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 290円 � 120円 枠 連（3－5） 610円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 260円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 21，320円

票 数

単勝票数 計 369680 的中 � 49684（3番人気）
複勝票数 計 511318 的中 � 63480（3番人気）� 32455（6番人気）� 157804（1番人気）
枠連票数 計 95745 的中 （3－5） 12079（2番人気）
馬連票数 計 536870 的中 �� 10607（15番人気）
馬単票数 計 267488 的中 �� 2569（30番人気）
ワイド票数 計 462777 的中 �� 10198（13番人気）�� 51001（1番人気）�� 22547（5番人気）
3連複票数 計 812435 的中 ��� 26454（7番人気）
3連単票数 計1028958 的中 ��� 3498（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．8―48．7―1：01．1―1：14．0―1：27．0―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．3
1
3
1，3（2，6）（5，7）（9，14）（8，10）（11，12）4，15，13
3（1，7）（2，14）（5，9）－10－12（11，4）（13，8）6，15

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

勝馬の
紹 介

ロ ニ セ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．8．4 小倉8着

2017．3．24生 牝3青鹿 母 ラヴェリータ 母母 Go Classic 6戦1勝 賞金 6，890，000円
〔競走中止〕 フェニーチェスタ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 フェニーチェスタ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートラミア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月14日まで平地競走

に出走できない。

15040 6月14日 晴 不良 （2阪神3） 第4日 第4競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

47 ルールシェーバー 牡3鹿 56 松山 弘平儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 474± 01：24．3 4．6�
815 スプリットロック 牡3栗 56 川又 賢治水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 480± 0 〃 クビ 20．4�
11 アドマイヤヴェラ 牡3青鹿56 福永 祐一近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462± 01：25．78 2．1�
36 エイシンマシーン 牝3鹿 54 川須 栄彦平井 克彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 438＋ 81：25．8� 23．7�
48 マーティンヒル 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗大戸 志浦氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 400± 01：26．01 251．6�
24 バロンデッセ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 486 ―1：26．21� 20．6�
612 ホ シ ム ス メ 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 雅樹 466－ 61：26．3クビ 86．9	
12 イッツマイビジネス 牡3栗 56 小崎 綾也清水 義德氏 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 444＋ 6 〃 アタマ 73．7

816 メイショウコバコ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 494＋ 61：26．4� 388．9�
35 メイショウマサカツ 牡3栗 56 西村 淳也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 松栄牧場 424± 01：26．82� 4．6�
23 メイショウノリムネ 牡3黒鹿56 小牧 太松本 和子氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 492＋ 61：27．01� 94．4
714 モーニングデュー 牝3青 54 藤懸 貴志�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 446－ 21：27．42� 11．7�
713 フ レ ジ エ 牝3栗 54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 418＋10 〃 ハナ 76．4�
611 ツーエムプライド 牡3青 56

53 ▲泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 464 ―1：27．61� 143．0�
510 ブルベアバレル 牡3鹿 56 �島 克駿 �ブルアンドベア 高橋 康之 日高 沖田牧場 B494 ―1：29．4大差 104．9�
59 ヴィエントアスール 牡3青鹿56 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 464＋ 41：30．57 15．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，724，800円 複勝： 54，537，700円 枠連： 11，706，600円
馬連： 60，989，000円 馬単： 31，441，100円 ワイド： 51，635，800円
3連複： 91，707，100円 3連単： 109，531，800円 計： 456，273，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 360円 � 120円 枠 連（4－8） 5，900円

馬 連 �� 5，870円 馬 単 �� 10，310円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 290円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 31，000円

票 数

単勝票数 計 447248 的中 � 77398（2番人気）
複勝票数 計 545377 的中 � 84890（3番人気）� 25999（7番人気）� 153559（1番人気）
枠連票数 計 117066 的中 （4－8） 1537（19番人気）
馬連票数 計 609890 的中 �� 8045（17番人気）
馬単票数 計 314411 的中 �� 2287（32番人気）
ワイド票数 計 516358 的中 �� 9058（16番人気）�� 53347（2番人気）�� 13813（10番人気）
3連複票数 計 917071 的中 ��� 18833（11番人気）
3連単票数 計1095318 的中 ��� 2561（96番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―12．1―13．0―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．9―46．0―59．0―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルールシェーバー �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2019．11．23 京都10着

2017．4．10生 牡3鹿 母 レモンリーフ 母母 レースミストレス 7戦1勝 賞金 9，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアバレル号・ヴィエントアスール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

7月14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〕 メイショウノリムネ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月14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。
（非抽選馬） 5頭 アマデトワール号・ヴィクトリオーソ号・エーティーロンドン号・ザナイツ号・ジャイアントリバー号



15041 6月14日 晴 稍重 （2阪神3） 第4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

78 フラーズダルム 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 454 ―1：37．1 9．7�
33 ホウオウアマゾン 牡2栗 54 川須 栄彦小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494 ―1：37．84 4．2�
67 マジカルステージ 牝2鹿 54 西村 淳也大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434 ―1：38．22� 6．1�
66 グランデフィオーレ 牝2芦 54 川田 将雅 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：38．41 2．1�
79 トーホウエンジェル 牝2栗 54 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック 470 ―1：38．71� 22．1	
811 ブラックライフ 牝2青鹿54 川又 賢治清水 義德氏 吉田 直弘 日高 広富牧場 428 ―1：39．12� 35．4

22 ショウナンライフク 牝2黒鹿54 松若 風馬�湘南 西村 真幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 456 ―1：39．31� 29．3�
55 サウンドウォリアー 牡2鹿 54 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 474 ―1：39．4� 35．9�
11 リバティスカイ 牡2青鹿54 浜中 俊宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 454 ―1：40．14 59．9
810 モンセラーテ 牡2鹿 54 松山 弘平�高橋ファーム 池添 兼雄 別海 ハーモニース

トックファーム 464 ―1：41．16 46．5�
44 ユーロポップ 牝2鹿 54 北村 友一�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 410 ―1：44．0大差 17．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 52，831，500円 複勝： 47，101，700円 枠連： 11，601，000円
馬連： 56，204，700円 馬単： 28，771，000円 ワイド： 40，712，200円
3連複： 76，015，700円 3連単： 102，056，800円 計： 415，294，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 190円 � 160円 � 170円 枠 連（3－7） 1，450円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 610円 �� 790円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 21，190円

票 数

単勝票数 計 528315 的中 � 45451（4番人気）
複勝票数 計 471017 的中 � 58430（4番人気）� 79335（2番人気）� 71689（3番人気）
枠連票数 計 116010 的中 （3－7） 6194（5番人気）
馬連票数 計 562047 的中 �� 21350（6番人気）
馬単票数 計 287710 的中 �� 4356（15番人気）
ワイド票数 計 407122 的中 �� 16847（6番人気）�� 12649（8番人気）�� 24379（4番人気）
3連複票数 計 760157 的中 ��� 17364（10番人気）
3連単票数 計1020568 的中 ��� 3491（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―36．2―48．7―1：01．6―1：13．9―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラーズダルム �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2018．3．1生 牝2鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユーロポップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月14日まで平地競走

に出走できない。

15042 6月14日 晴 稍重 （2阪神3） 第4日 第6競走 ��2，600�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
2：37．1
2：37．1

良
良

11 ナリタザクラ 牡3黒鹿56 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B492－ 42：42．8 2．3�
59 ゴールデンスターズ �3栗 56 松山 弘平 �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 42：43．54 7．3�
816 ロックグラス 牡3鹿 56 秋山真一郎橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 460－ 42：43．6� 9．7�
817 ロードフェローズ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 466± 02：44．34 3．5�
510 キ ー パ ン チ 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 470＋ 42：44．93� 42．6	
36 ヤマニンブレーザー 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 504－142：45．53� 229．8

48 アレグリアシチー 牡3栃栗 56

55 ☆斎藤 新 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 426－ 42：45．6� 64．4�
23 エターナルバディ �3青 56 小牧 太�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 470－ 82：45．7� 30．0�
24 ハローミスソフィ 牝3青 54

53 ☆団野 大成吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480＋182：45．8� 66．9
714 パ イ ナ ポ ー 牡3栗 56 �島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前田ファーム 432－162：47．18 187．4�
815 アズマエピカリス 牡3栗 56 幸 英明東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 534－ 42：47．41� 14．5�
47 ダンツサトリア �3栗 56 熊沢 重文山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 パカパカ

ファーム 458－162：47．93 324．2�
612 スリーグルーヴ 牡3鹿 56 �島 克駿永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 492－ 4 〃 アタマ 110．0�
35 ハクサンキングス 牡3鹿 56 川又 賢治河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 458＋ 42：48．85 13．5�
713 レッドラルーチェ 牝3鹿 54 小崎 綾也 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 アタマ 48．5�
611 アイワナトラスト 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512－ 62：53．2大差 152．1�
12 コスモミリョク 牡3鹿 56 国分 優作 �ブルースターズファーム 宮 徹 新ひだか 田中 春美 540＋12 （競走中止） 54．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 37，328，300円 複勝： 52，990，300円 枠連： 16，801，100円
馬連： 58，129，400円 馬単： 27，639，400円 ワイド： 51，088，400円
3連複： 90，694，700円 3連単： 101，398，800円 計： 436，070，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 200円 � 190円 枠 連（1－5） 960円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 390円 �� 410円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 8，150円

票 数

単勝票数 計 373283 的中 � 129772（1番人気）
複勝票数 計 529903 的中 � 138972（1番人気）� 56540（4番人気）� 63025（3番人気）
枠連票数 計 168011 的中 （1－5） 13494（4番人気）
馬連票数 計 581294 的中 �� 45716（2番人気）
馬単票数 計 276394 的中 �� 13861（3番人気）
ワイド票数 計 510884 的中 �� 34760（2番人気）�� 32770（3番人気）�� 15059（9番人気）
3連複票数 計 906947 的中 ��� 31063（5番人気）
3連単票数 計1013988 的中 ��� 9019（15番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―13．1―12．8―12．7―12．7―12．9―13．0―12．8―11．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．6―23．9―36．0―49．1―1：01．9―1：14．6―1：27．3―1：40．2―1：53．2―2：06．0―2：17．9―2：30．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．8
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリタザクラ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Kendor デビュー 2019．11．16 東京3着

2017．3．24生 牡3黒鹿 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 7戦1勝 賞金 14，000，000円
〔競走中止〕 コスモミリョク号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 コスモミリョク号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーグルーヴ号・ハクサンキングス号・レッドラルーチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和2年7月14日まで平地競走に出走できない。
ダンツサトリア号・アイワナトラスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月

14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〕 アイワナトラスト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月14日まで平地競走に出走でき

ない。



15043 6月14日 晴 重 （2阪神3） 第4日 第7競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：08．8
1：08．7

重
重

11 � プリモダルク 牝3鹿 52 福永 祐一�グランド牧場 藤原 英昭 米 Estate of Wil-
liam L. Currin 450＋ 41：10．3 1．9�

611 オースミムテキ 牡4黒鹿57 北村 友一�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 476± 01：10．72	 5．3�
24 ナムラシェパード 牡4鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 468－121：11．65 9．8�
48 ウェーブガイア 牝5栗 55 川又 賢治万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 458＋101：11．81	 29．1�
815 キクノロージズ 牝5芦 55 松若 風馬菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 486－ 81：12．0
 20．9	
59 オ カ リ ナ 牡3栗 54

51 ▲泉谷 楓真八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 530＋ 2 〃 ハナ 38．1


510 リ ラ イ ト 牡4青 57 和田 竜二前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 平山牧場 456－ 6 〃 クビ 34．6�
713 ア タ ミ 牡6黒鹿57 中井 裕二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 488－ 41：12．1	 39．1�
816 フ ィ ニ ア ル 牝3栗 52

51 ☆森 裕太朗水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 434＋ 21：12．52 191．3
36 プリサイスショット 牡3鹿 54 西村 淳也山上 和良氏 吉田 直弘 浦河 小林 仁 504－ 21：12．92	 67．2�
35 ウインカムトゥルー 牡3栗 54 松山 弘平�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム B474＋ 61：13．0クビ 11．3�
47 ハギノオーロ 牝3鹿 52

51 ☆斎藤 新安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 500＋14 〃 クビ 59．7�
714 タガノジェロディ 牡4栗 57 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 B480＋ 21：13．21 10．4�
612 ホウロクダマ 牡6鹿 57 荻野 極 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 566－ 2 〃 ハナ 249．4�
12 メジャーハリケーン 牡4青鹿57 国分 優作林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 B484＋ 4 〃 ハナ 36．4�
23 コズミックランナー 牡3栗 54

53 ☆団野 大成�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 450－ 21：14．58 28．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，175，900円 複勝： 72，811，900円 枠連： 15，959，300円
馬連： 88，300，500円 馬単： 38，356，700円 ワイド： 72，783，600円
3連複： 121，271，300円 3連単： 146，854，400円 計： 606，513，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 150円 � 220円 枠 連（1－6） 500円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 300円 �� 480円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 501759 的中 � 204416（1番人気）
複勝票数 計 728119 的中 � 216336（1番人気）� 112622（2番人気）� 61583（4番人気）
枠連票数 計 159593 的中 （1－6） 24292（1番人気）
馬連票数 計 883005 的中 �� 108240（1番人気）
馬単票数 計 383567 的中 �� 34659（1番人気）
ワイド票数 計 727836 的中 �� 68117（1番人気）�� 38263（3番人気）�� 24005（6番人気）
3連複票数 計1212713 的中 ��� 43257（2番人気）
3連単票数 計1468544 的中 ��� 19904（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―11．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．8―45．6―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�プリモダルク �
�
父 Bernardini �

�
母父 Carson City デビュー 2019．12．28 阪神2着

2017．4．21生 牝3鹿 母 Wilshewed 母母 So Cozy 5戦2勝 賞金 17，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コズミックランナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月14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。
（非当選馬） 2頭 ミッキーマラン号・ロードエクスプレス号
（非抽選馬） 4頭 ショウブ号・テイエムイブシギン号・ニホンピロランド号・リボンナイト号

15044 6月14日 晴 稍重 （2阪神3） 第4日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：44．4
1：43．9

良
良

22 オールイズウェル 牡4黒鹿57 川田 将雅小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 488－ 41：47．8 4．7�
33 エンデュミオン 牡3黒鹿54 秋山真一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 446－ 21：48．11� 10．4�
78 ダノンアレー 牡3黒鹿54 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 490＋ 41：48．52	 2．0�
811 メイショウカクウン 牡5青鹿 57

54 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 452－ 41：48．6クビ 106．9�
55 アドマイヤミモザ 牝3黒鹿52 福永 祐一近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－121：48．91� 7．8	
44 トーアライジン 牡7芦 57 小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B502－161：49．0� 165．8

67 ホッコーメヴィウス 
4鹿 57

56 ☆菊沢 一樹北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456＋ 21：49．21 33．7�
66 シルバーエース 牡3芦 54 松山 弘平林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 466± 01：49．41	 4．2�
810 アドマイヤリーブラ 牡4栗 57

56 ☆斎藤 新近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B478± 01：50．03	 68．1
79 サンレイファイト 牡4栗 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 466－ 61：50．1	 45．7�
11 � ラインエミネント 牡4鹿 57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 460± 01：51．37 93．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，353，000円 複勝： 72，099，500円 枠連： 10，466，600円
馬連： 67，158，600円 馬単： 40，221，800円 ワイド： 48，353，900円
3連複： 90，517，200円 3連単： 189，410，700円 計： 560，581，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 200円 � 110円 枠 連（2－3） 1，960円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 470円 �� 220円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 9，780円

票 数

単勝票数 計 423530 的中 � 71805（3番人気）
複勝票数 計 720995 的中 � 98258（3番人気）� 50843（5番人気）� 337490（1番人気）
枠連票数 計 104666 的中 （2－3） 4124（7番人気）
馬連票数 計 671586 的中 �� 26519（8番人気）
馬単票数 計 402218 的中 �� 8703（12番人気）
ワイド票数 計 483539 的中 �� 23204（7番人気）�� 64716（2番人気）�� 35530（4番人気）
3連複票数 計 905172 的中 ��� 61692（5番人気）
3連単票数 計1894107 的中 ��� 14028（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．1―12．2―12．5―12．0―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．1―47．2―59．4―1：11．9―1：23．9―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールイズウェル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．7．8 中京6着

2016．3．9生 牡4黒鹿 母 ラ ブ フ ー ル 母母 サブリナシューズ 11戦2勝 賞金 25，994，000円
※出走取消馬 トゥルーヴィル号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※ホッコーメヴィウス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



15045 6月14日 曇 重 （2阪神3） 第4日 第9競走 ��1，400�
す も と

洲 本 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 392，000円 112，000円 56，000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 ウルトラマリン 牝3栗 52 浜中 俊吉澤 克己氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 472＋ 21：23．1 3．7�
11 イ メ ル 牡4黒鹿57 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 村下 清志 490－101：23．63 5．7�
48 アスクハードスパン 牡5鹿 57 川田 将雅廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 548－ 41：23．92 5．8�
815 ショウナンパンサー �4鹿 57 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 490＋ 21：24．11� 18．6�
35 モズレジーナ 牝4鹿 55 高倉 稜 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 436＋ 61：24．2� 2．9�
36 サ ン キ ュ ー 牡7栗 57 松若 風馬市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 518－ 81：24．3クビ 14．4	
816	 コンボルブルス 牡4黒鹿57 泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 430± 01：24．62 58．2

612 プロヴィデンス 牡3栗 54 団野 大成藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 476＋ 21：24．7
 15．4�
24 ショウナンアンビル �5栗 57 �島 克駿国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 B430－141：24．91� 77．4�
47 コンクエストシチー �8栗 57 西村 淳也 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 470＋ 8 〃 ハナ 83．6
59 	 ヘイセイメジャー 牡3黒鹿54 富田 暁菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 466＋ 4 〃 ハナ 40．6�
611 パッションチカ 牝6鹿 55 藤田菜七子冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 442± 01：26．07 64．5�
713 レ ナ ー タ 牝5黒鹿55 小崎 綾也村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム B460＋ 81：26．42
 64．4�
12 	 ライブリテックス 牡5青鹿57 中井 裕二加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 B512－ 41：26．82
 238．4�
23 	 ラヴタクティクス 牝6栗 55 酒井 学岡田 牧雄氏 天間 昭一 日高 若林 順一 516＋ 81：27．65 192．6�

（15頭）
510 ハ ゼ ル 牡5栗 57 松山 弘平ケーエスHD 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 52，190，500円 複勝： 65，935，500円 枠連： 17，101，500円
馬連： 104，908，000円 馬単： 42，048，300円 ワイド： 71，973，600円
3連複： 141，362，000円 3連単： 172，898，500円 計： 668，417，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 170円 � 170円 枠 連（1－7） 1，040円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 460円 �� 400円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 521905 的中 � 112345（2番人気）
複勝票数 計 659355 的中 � 104057（2番人気）� 97524（4番人気）� 101249（3番人気）
枠連票数 計 171015 的中 （1－7） 12697（5番人気）
馬連票数 計1049080 的中 �� 70701（5番人気）
馬単票数 計 420483 的中 �� 16096（6番人気）
ワイド票数 計 719736 的中 �� 40084（5番人気）�� 47078（4番人気）�� 35746（6番人気）
3連複票数 計1413620 的中 ��� 55874（4番人気）
3連単票数 計1728985 的中 ��� 14393（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．9―46．9―58．9―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウルトラマリン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2019．7．6 函館3着

2017．1．27生 牝3栗 母 ムツミマーベラス 母母 キャサリンクリスタ 8戦3勝 賞金 31，592，000円
〔出走取消〕 ハゼル号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴタクティクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月14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 フォーテ号
（非抽選馬） 3頭 シャイニーロック号・ドウドウキリシマ号・プロネルクール号

15046 6月14日 曇 重 （2阪神3） 第4日 第10競走 ��
��2，000�

なだ

灘 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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

611 ダノンテイオー 牡4黒鹿57 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 466－ 62：05．5 5．5�
24 リフトトゥヘヴン 牡6鹿 57 浜中 俊丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490± 02：05．6� 9．3�
59 バーンスター 牡4鹿 57 	島 克駿�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 498＋ 4 〃 クビ 22．4�
11 ショートストーリー 牡7黒鹿57 太宰 啓介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498－ 22：05．7� 58．6�
714 ストーミーバローズ 牡5栗 57 団野 大成猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 22：05．8クビ 6．5�
48 キーフラッシュ 牡5栗 57 酒井 学北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 492－ 4 〃 クビ 15．8	
36 タガノボンバー 
5鹿 57 川田 将雅八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 492＋ 42：06．01� 3．8

816� クリノヒビキ 
5栗 57 小牧 太栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 494± 02：06．1クビ 203．5�
35 ジュンスターホース 牡6栗 57 川又 賢治河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B474－ 42：06．41 29．4�
23 メイショウマトイ 牡6鹿 57 泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 494± 02：06．5 50．3
612 アドラメレク 牡6黒鹿57 西村 淳也�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 02：06．81 33．5�
47 サイドチェンジ 牡6黒鹿57 荻野 極大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B520－ 42：07．01� 171．0�
815 ミスズフリオーソ 牡5栗 57 富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 492－ 42：07．21� 88．6�
12 ダンサクドゥーロ 牡6芦 57 幸 英明吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 536＋102：07．3� 8．5�
713 レッドシルヴァーナ 牝4芦 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム B514＋ 82：07．51� 5．0�

（15頭）
510� ア ヴ ァ ン セ 牡4鹿 57 福永 祐一飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 482± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，515，900円 複勝： 73，690，500円 枠連： 31，801，000円
馬連： 109，039，600円 馬単： 40，210，100円 ワイド： 77，132，300円
3連複： 128，815，200円 3連単： 142，333，500円 計： 652，538，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 260円 � 640円 枠 連（2－6） 2，220円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，720円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 28，330円 3 連 単 ��� 135，770円

票 数

単勝票数 差引計 495159（返還計 78367） 的中 � 71621（3番人気）
複勝票数 差引計 736905（返還計 91409） 的中 � 104099（3番人気）� 74879（5番人気）� 25294（8番人気）
枠連票数 差引計 318010（返還計 2173） 的中 （2－6） 11053（11番人気）
馬連票数 差引計1090396（返還計412539） 的中 �� 31560（12番人気）
馬単票数 差引計 402101（返還計149399） 的中 �� 6039（23番人気）
ワイド票数 差引計 771323（返還計183451） 的中 �� 19873（14番人気）�� 7213（29番人気）�� 4308（45番人気）
3連複票数 差引計1288152（返還計758788） 的中 ��� 3410（96番人気）
3連単票数 差引計1423335（返還計954823） 的中 ��� 760（434番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―14．1―12．7―12．3―12．8―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．7―49．8―1：02．5―1：14．8―1：27．6―1：40．0―1：52．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンテイオー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dr Fong デビュー 2018．10．21 京都6着

2016．3．10生 牡4黒鹿 母 セ リ メ ー ヌ 母母 Lunassa 15戦4勝 賞金 57，145，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 アヴァンセ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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） 4頭 アイファーキングズ号・インターセクション号・エクスパートラン号・テイエムジョウネツ号

１レース目



15047 6月14日 曇 稍重 （2阪神3） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第25回マーメイドステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
牝，3歳以上，1．6．8以降2．6．7まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

713 サマーセント 牝4黒鹿50 酒井 学ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452± 02：01．1 14．7�

36 センテリュオ 牝5鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：01．2� 6．6�
11 リュヌルージュ 牝5鹿 53 団野 大成窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 478＋ 82：01．41� 8．1�
23 ナ ル ハ ヤ 牝6黒鹿51 藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 510＋ 62：01．5クビ 8．2�
47 エ ア ジ ー ン 牝4鹿 52 川田 将雅 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：01．6� 4．2	
815 マルシュロレーヌ 牝4鹿 50 高倉 稜 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：01．7	 29．2

35 フィリアプーラ 牝4鹿 54 菊沢 一樹 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 450－ 22：01．8� 44．2�
510 レッドアネモス 牝4鹿 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 468＋ 8 〃 ハナ 15．8�
714
 ミスマンマミーア 牝5栗 53 小崎 綾也吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 466± 02：01．9クビ 9．6
12 サトノワルキューレ 牝5鹿 54 幸 英明 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 476＋ 82：02．11� 29．1�
48 リープフラウミルヒ 牝5黒鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 42：02．31	 10．1�
24 リンディーホップ 牝5青鹿50 藤懸 貴志 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 02：02．51	 24．2�
816
 レイホーロマンス 牝7鹿 52 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 436＋102：02．71� 18．5�
59 サ ラ ス 牝5鹿 54 松若 風馬吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 534＋10 〃 クビ 15．0�
612 パルクデラモール 牝5鹿 50 川又 賢治�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 02：03．12	 88．4�
611 オスカールビー 牝5鹿 49 泉谷 楓真森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 506－ 82：03．73	 42．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 169，661，900円 複勝： 264，327，400円 枠連： 119，984，800円
馬連： 704，618，200円 馬単： 197，639，900円 ワイド： 439，500，600円
3連複： 1，470，097，800円 3連単： 1，466，272，100円 計： 4，832，102，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 430円 � 270円 � 290円 枠 連（3－7） 2，130円

馬 連 �� 8，070円 馬 単 �� 14，890円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 1，990円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 18，460円 3 連 単 ��� 125，270円

票 数

単勝票数 計1696619 的中 � 92021（7番人気）
複勝票数 計2643274 的中 � 149330（7番人気）� 273579（2番人気）� 246270（4番人気）
枠連票数 計1199848 的中 （3－7） 43653（10番人気）
馬連票数 計7046182 的中 �� 67642（37番人気）
馬単票数 計1976399 的中 �� 9950（67番人気）
ワイド票数 計4395006 的中 �� 45497（34番人気）�� 56600（24番人気）�� 85396（10番人気）
3連複票数 計14700978 的中 ��� 59725（61番人気）
3連単票数 計14662721 的中 ��� 8486（452番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．7―12．5―12．0―12．1―11．7―11．4―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．3―48．8―1：00．8―1：12．9―1：24．6―1：36．0―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サマーセント �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．27 京都9着

2016．3．20生 牝4黒鹿 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 12戦4勝 賞金 71，772，000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 アストラサンタン号
（非抽選馬） 1頭 シャンティローザ号

15048 6月14日 曇 稍重 （2阪神3） 第4日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （芝・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
1：19．3
1：19．0

良
良

816 カワキタアジン 牝3鹿 52
49 ▲泉谷 楓真川島 吉男氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 474－ 41：22．3 7．0�

818 ムーンライト 牝3青 52 松山 弘平石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 448－ 41：22．62 7．3�
510 スズカメジャー 牡6鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 504＋ 21：22．81� 15．1�
11 � ラインジェット 牡6黒鹿57 国分 優作大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 438－ 41：22．9� 199．2�
12 ラルムドール 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁 �社台レースホース武 英智 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B500＋ 4 〃 クビ 28．5�

715 ダノンシティ 牡4鹿 57 松若 風馬	ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 478－ 41：23．0� 18．0

24 ファーストフォリオ 牝3栗 52 西村 淳也 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428－ 41：23．1クビ 11．6�
23 アンクルテイオウ 牡4鹿 57 秋山真一郎塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 474－ 21：23．2� 18．6�
612 ニホンピロヘイロー 牝5鹿 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 468－ 21：23．3	 39．8
714 ミ ズ リ ー ナ 牝3鹿 52 和田 竜二北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 476＋121：23．4クビ 30．7�
48 セイイーグル 
6鹿 57

56 ☆団野 大成吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 クビ 21．2�
817 スワーヴドン 牡3鹿 54 川田 将雅	NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476± 01：23．5クビ 4．1�
47 ジュビリーヘッド 牡3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：23．6� 3．9�
35 シャイニーズラン 牡3鹿 54 �島 克駿田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 452± 01：23．81� 45．5�
611 バトルカグヤ 牝3鹿 52 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 444－ 41：23．9� 55．7�
713� ディーププリモ 牡4鹿 57 川須 栄彦ライオンレースホース	 飯田 雄三 登別 登別上水牧場 474－ 21：24．22 166．0�
59 ア ス カ リ 牡4栗 57

56 ☆斎藤 新吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B502－ 41：24．62� 100．0�
36 コパノマーキュリー 牡3鹿 54

52 ◇藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 490－ 61：25．13 64．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 91，147，800円 複勝： 129，606，200円 枠連： 55，006，800円
馬連： 193，020，700円 馬単： 62，380，400円 ワイド： 143，545，700円
3連複： 303，370，900円 3連単： 302，408，700円 計： 1，280，487，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 270円 � 290円 � 490円 枠 連（8－8） 490円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 970円 �� 2，090円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 17，660円 3 連 単 ��� 86，410円

票 数

単勝票数 計 911478 的中 � 104149（3番人気）
複勝票数 計1296062 的中 � 135035（3番人気）� 122855（4番人気）� 62280（6番人気）
枠連票数 計 550068 的中 （8－8） 86874（2番人気）
馬連票数 計1930207 的中 �� 59680（7番人気）
馬単票数 計 623804 的中 �� 9223（13番人気）
ワイド票数 計1435457 的中 �� 39175（7番人気）�� 17410（21番人気）�� 17790（20番人気）
3連複票数 計3033709 的中 ��� 12881（51番人気）
3連単票数 計3024087 的中 ��� 2537（251番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．8―11．7―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．5―46．2―58．2―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 ・（6，9）（14，11）（2，7，8）（4，15，12）（5，10，17）（1，3，16）（13，18） 4 ・（6，9，14，11，15）17（2，7，8）（4，12）（5，3，10，16）1（13，18）

勝馬の
紹 介

カワキタアジン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．3 札幌2着

2017．5．1生 牝3鹿 母 カフジウインド 母母 エシュクアルバー 9戦2勝 賞金 20，200，000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 ホッコーメヴィウス号・ロードベイリーフ号
（非抽選馬） 1頭 ヒメサマ号

４レース目



（2阪神3）第4日 6月14日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 177頭 本 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

252，070，000円
22，840，000円
1，880，000円
29，760，000円
73，878，500円
5，788，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
685，046，300円
1，002，955，300円
317，535，700円
1，592，997，200円
589，238，100円
1，123，630，400円
2，750，101，400円
3，048，947，300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 11，110，451，700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4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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