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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

15049 6月20日 晴 重 （2阪神3） 第5日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時00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
1：08．8
1：08．7

重
重

47 マリスドランジュ 牝3黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 448－ 21：11．9 5．6�
35 ダノンボヌール 牝3黒鹿54 中井 裕二�ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 490＋ 8 〃 クビ 21．4�
48 ヤングブラッド 牝3黒鹿54 松若 風馬飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 460＋ 21：12．43 3．4�
24 アマデトワール 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440± 01：12．93 21．0�
714 リバーランド 牝3青鹿54 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 412＋10 〃 ハナ 14．7�
713 メイショウアサヒ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来松本 好	氏 笹田 和秀 浦河 まるとみ冨岡牧場 468＋ 41：13．32� 5．2

59 レッドシンシア 牝3鹿 54 西村 淳也 �東京ホースレーシング 西園 正都 浦河 谷川牧場 506－ 6 〃 クビ 21．0�
612 ブライティアルアー 牝3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗小林 昌志氏 石坂 公一 平取 雅 牧場 418－10 〃 アタマ 13．1�
510 ムーンライトアリア 牝3栗 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 新冠 松木 加代 430＋ 81：13．72� 361．2
36 メイショウイコロ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 422＋ 81：13．8クビ 117．4�
11 プチルミエール 牝3栗 54

53 ☆富田 暁笹山 智市氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 486－ 4 〃 ハナ 162．1�
12 ブライティアフジ 牝3鹿 54 長岡 禎仁小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 468－ 6 〃 クビ 67．6�
611 ミキノエイトビート 牝3鹿 54 酒井 学谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 426＋ 61：14．01� 14．3�
23 メイショウミカサ 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 �川フアーム 460 ―1：14．53 56．8�
816 ア ラ ビ カ 牝3鹿 54 北村 友一馬場 幸夫氏 石坂 正 平取 雅 牧場 430＋ 41：14．81� 6．0�
815 ゴーゴーワイザー 牝3鹿 54 秋山真一郎上山 牧氏 大根田裕之 浦河 高昭牧場 424＋ 91：15．54 60．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，933，100円 複勝： 54，886，200円 枠連： 14，096，300円
馬連： 62，783，600円 馬単： 26，496，100円 ワイド： 54，558，100円
3連複： 98，913，100円 3連単： 95，600，500円 計： 438，267，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 510円 � 130円 枠 連（3－4） 2，370円

馬 連 �� 8，730円 馬 単 �� 14，400円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 370円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 45，410円

票 数

単勝票数 計 309331 的中 � 44069（3番人気）
複勝票数 計 548862 的中 � 71717（2番人気）� 19152（10番人気）� 143131（1番人気）
枠連票数 計 140963 的中 （3－4） 4609（9番人気）
馬連票数 計 627836 的中 �� 5572（34番人気）
馬単票数 計 264961 的中 �� 1380（54番人気）
ワイド票数 計 545581 的中 �� 4838（36番人気）�� 42006（1番人気）�� 12717（10番人気）
3連複票数 計 989131 的中 ��� 12261（18番人気）
3連単票数 計 956005 的中 ��� 1526（143番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―11．9―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―35．0―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリスドランジュ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2019．7．14 中京10着

2017．3．2生 牝3黒鹿 母 シ ア ー ジ ュ 母母 Dancesowell 12戦1勝 賞金 15，490，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ブライティアルアー号の騎手森裕太朗は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・4番）
〔3走成績による出走制限〕 ムーンライトアリア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月20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 エイシンマホロバ号・サイレントスウープ号

15050 6月20日 晴 重 （2阪神3） 第5日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

611 ゲンパチアイアン 牡3鹿 56 川須 栄彦平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 470± 01：24．9 7．7�
23 ニ ン ギ ル ス 牡3栗 56 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 448＋ 21：25．0� 9．6�
47 バ ー ミ ー ズ 牝3鹿 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 増本 良孝 456＋ 41：25．2� 10．9�
36 テーオープラトン 牡3栗 56

55 ☆岩田 望来小笹 公也氏 宮 徹 むかわ 上水牧場 512＋ 2 〃 クビ 36．4�
48 � ト ロ イ カ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新ゴドルフィン 大久保龍志 米 B. P. Walden Jr.
& P. W. Madden B484－ 61：25．62� 9．6�

713� ジャスパージャガー 牡3栗 56 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米 Relentless
Racing 520－ 2 〃 アタマ 4．2	

11 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± 01：25．81� 2．8

59 ニホンピロキアロ 牡3鹿 56 太宰 啓介小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 428－ 21：25．9� 289．0�
816 モズグレース 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �キャピタル・システム 清水 久詞 日高 前野牧場 474－ 61：26．22 306．9�
612 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 B476－ 21：26．3クビ 7．3�
815 ラウンドレイ 牡3黒鹿56 �島 良太水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 482－ 4 〃 クビ 46．5�
35 ミンミンセレーナ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗グリーンスウォード羽月 友彦 浦河 谷川牧場 488± 01：27．04 218．9�
510 オースミプリンセス 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 B456＋ 61：27．21� 220．6�
24 ル ー サ ー 	3黒鹿56 石橋 脩山口功一郎氏 安田 翔伍 新ひだか 野坂牧場 390＋ 41：27．4� 180．2�
714 メイショウウナサカ 牡3栗 56 �島 克駿松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 462－ 61：27．72 65．6�
12 � ピースフルタイム 牡3黒鹿56 西村 淳也 �サンデーレーシング 西村 真幸 英 Shadai Cor-

poration 476－ 8 （競走中止） 106．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，369，700円 複勝： 59，668，200円 枠連： 11，914，700円
馬連： 60，738，800円 馬単： 27，722，300円 ワイド： 52，913，100円
3連複： 92，733，100円 3連単： 97，994，800円 計： 442，054，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 270円 � 260円 � 280円 枠 連（2－6） 1，580円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 800円 �� 890円 �� 780円

3 連 複 ��� 5，790円 3 連 単 ��� 33，860円

票 数

単勝票数 計 383697 的中 � 39362（4番人気）
複勝票数 計 596682 的中 � 58513（5番人気）� 60193（4番人気）� 54014（6番人気）
枠連票数 計 119147 的中 （2－6） 5827（8番人気）
馬連票数 計 607388 的中 �� 20140（11番人気）
馬単票数 計 277223 的中 �� 4634（19番人気）
ワイド票数 計 529131 的中 �� 17023（11番人気）�� 15125（15番人気）�� 17562（9番人気）
3連複票数 計 927331 的中 ��� 11997（22番人気）
3連単票数 計 979948 的中 ��� 2098（122番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．1―12．3―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．6―46．7―59．0―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチアイアン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．9．29 阪神7着

2017．5．13生 牡3鹿 母 ザ フ ラ ッ ツ 母母 Walker’s Gal 8戦1勝 賞金 9，680，000円
〔競走中止〕 ピースフルタイム号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

第３回 阪神競馬 第５日



15051 6月20日 晴 重 （2阪神3） 第5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

12 オーケーメジャー �3鹿 56 和田 竜二小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 460－ 41：53．1 3．8�
713 レッドエランドール 牡3鹿 56 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B514＋ 41：53．41� 2．3�
59 デビルバローズ 牡3鹿 56 藤井勘一郎猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか 折手牧場 516－14 〃 クビ 69．7�
36 メイショウヨカゼ 牡3栗 56 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 500－ 61：53．5� 6．2�
611 レッドシリウス 牡3青鹿56 松若 風馬髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 532＋201：53．6� 9．5�
510 タイセイシリウス 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 480± 01：54．02� 6．9	
48 テイエムシュンソク 牡3芦 56 幸 英明竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 508－ 41：54．53 26．8

47 クリノガオガオ 牡3鹿 56 藤懸 貴志栗本 守氏 谷 潔 日高 若林 順一 452－ 61：54．71� 126．7�
612 ハクアイオウ 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �H.Iコーポレーション 石橋 守 日高 広中 稔 518－ 61：55．01� 32．3�
714 ラルジュール 牡3鹿 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 中神牧場 576＋ 41：55．42� 61．1
23 メイショウサスライ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 和子氏 角田 晃一 浦河 斉藤英牧場 480± 0 〃 クビ 115．7�
35 バッファローボム 牡3栗 56 岡田 祥嗣 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 526－ 81：56．03� 231．0�
24 サトノトラスト 牡3鹿 56 川又 賢治 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 494＋ 81：56．63� 133．4�
815 メイショウワシュウ 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 518－ 81：57．13 252．1�
816 ダイシンマルス 牡3青鹿56 中井 裕二大八木信行氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 446＋ 41：57．42 384．1�
11 スリーブラザー �3青鹿56 西村 淳也 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 新ひだか 加野牧場 486＋ 42：03．3大差 52．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，166，200円 複勝： 41，521，400円 枠連： 9，405，200円
馬連： 48，030，200円 馬単： 23，229，600円 ワイド： 40，368，400円
3連複： 66，376，900円 3連単： 75，434，400円 計： 335，532，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 130円 � 970円 枠 連（1－7） 420円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 320円 �� 4，290円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 13，640円 3 連 単 ��� 55，350円

票 数

単勝票数 計 311662 的中 � 64636（2番人気）
複勝票数 計 415214 的中 � 71250（2番人気）� 108741（1番人気）� 6814（10番人気）
枠連票数 計 94052 的中 （1－7） 17096（1番人気）
馬連票数 計 480302 的中 �� 62789（1番人気）
馬単票数 計 232296 的中 �� 14768（4番人気）
ワイド票数 計 403684 的中 �� 37784（1番人気）�� 2209（37番人気）�� 2802（31番人気）
3連複票数 計 663769 的中 ��� 3648（37番人気）
3連単票数 計 754344 的中 ��� 988（136番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．1―12．5―12．6―13．4―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．7―49．2―1：01．8―1：15．2―1：27．9―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F37．9
1
3
1，13－（2，8，11）（4，10）9，16，3（14，15）12，6（5，7）・（1，13，11）（8，10）（2，4）9（3，16）（12，14）6－7－15，5

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

勝馬の
紹 介

オーケーメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2019．7．27 札幌8着

2017．5．9生 �3鹿 母 ヘッドミストレス 母母 サザンウッド 7戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーブラザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月20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） 5頭 クールシャイン号・タマモイチバンボシ号・テイエムキンシャ号・デスマッチヤンキー号・ワンダーアーウット号
（非抽選馬） 1頭 アズマオウ号

15052 6月20日 晴 稍重 （2阪神3） 第5日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11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
1：19．3
1：19．0

良
良

35 トゥールドマジ 牝3栗 54 和田 竜二 �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 458－ 21：22．1 13．0�

611 ゴールドパラディン 牡3栗 56 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 420－181：22．2� 17．5�

714 スターズプレミア 牡3鹿 56 川田 将雅 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 452－ 41：22．41� 4．7�
36 ラフマニノフ 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450± 01：22．5� 3．1�
818 リ ュ ッ カ 牝3鹿 54 �島 克駿 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 浦河 谷口牧場 402－ 41：22．6� 25．0�
47 ル ー タ ー ズ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 402＋ 61：22．7クビ 5．6	

23 ソレイユドゥアルル 牝3鹿 54 中井 裕二
谷口牧場 今野 貞一 浦河 谷口牧場 458－ 21：22．8� 12．5�
12 マルタクロス 牡3鹿 56 小崎 綾也寺田千代乃氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 508＋ 41：23．01� 11．4�
510 レッドデュラン 牡3黒鹿56 西村 淳也 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 414－101：23．1� 109．1
48 パームジュメイラ 牝3鹿 54 石橋 脩
サンライズ 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 432－14 〃 アタマ 56．2�
816 ス テ ラ ー タ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：23．2� 151．2�
11 マテラユウキ 牡3栗 56 松若 風馬大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 440－ 2 〃 クビ 44．3�
715 ジ ュ ア ン 牡3鹿 56 高倉 稜 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 ハシモトフアーム 484－ 21：23．3� 144．0�
24 ラグローリア 牝3黒鹿54 国分 優作ライオンレースホース� 森田 直行 浦河 中村 雅明 460－121：23．4� 251．7�
59 ジュビラーテ 牡3栗 56 北村 友一吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 476－ 21：23．93 11．4�
817 ロードインファイト 牡3黒鹿56 藤井勘一郎 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 4 〃 ハナ 29．5�
612 タマモビジュー 牝3鹿 54 藤懸 貴志タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 426＋ 61：25．8大差 425．5�
713 ナリタウルフ 牡3鹿 56 川又 賢治�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 462＋ 2 （競走中止） 119．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，745，600円 複勝： 59，107，600円 枠連： 10，478，800円
馬連： 55，107，300円 馬単： 23，277，500円 ワイド： 51，566，800円
3連複： 84，689，100円 3連単： 84，819，300円 計： 404，792，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 370円 � 570円 � 200円 枠 連（3－6） 2，120円

馬 連 �� 8，250円 馬 単 �� 13，630円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 1，410円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 16，050円 3 連 単 ��� 123，230円

票 数

単勝票数 計 357456 的中 � 21856（7番人気）
複勝票数 計 591076 的中 � 39206（7番人気）� 23394（8番人気）� 94857（2番人気）
枠連票数 計 104788 的中 （3－6） 3827（8番人気）
馬連票数 計 551073 的中 �� 5172（32番人気）
馬単票数 計 232775 的中 �� 1280（52番人気）
ワイド票数 計 515668 的中 �� 5965（30番人気）�� 9491（16番人気）�� 8722（19番人気）
3連複票数 計 846891 的中 ��� 3956（55番人気）
3連単票数 計 848193 的中 ��� 499（396番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．5―11．7―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．2―45．7―57．4―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥールドマジ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．1．11 京都9着

2017．2．19生 牝3栗 母 マイネソルシエール 母母 マイネソーサリス 4戦1勝 賞金 5，870，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 ナリタウルフ号は，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〕 ナリタウルフ号は，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〕 タマモビジュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月20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 ニホンピロカフェ号・ビクトリーシューズ号・ブラックリスト号・プリティユニバンス号・フレーヴォ号



15053 6月20日 晴 重 （2阪神3） 第5日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25分 （ダート・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
1：11．0
1：10．2

良
不良

68 レディステディゴー 牡2鹿 54 �島 克駿 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 500 ―1：13．2 3．0�
56 キュールエライジン 牡2青鹿54 西村 淳也岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 516 ―1：13．41 53．7�
55 インテンスフレイム 牡2黒鹿54 松山 弘平ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492 ― 〃 ハナ 2．3�
22 グリュースゴット 牡2黒鹿54 松若 風馬小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 458 ―1：14．03� 7．6�
811 ボルケーノペスカ 牡2鹿 54 幸 英明山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 426 ―1：14．21 10．2�
812 トーセンエディ 牡2黒鹿54 和田 竜二島川 	哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 544 ―1：14．83� 18．5

67 サイモンルピナス 牝2黒鹿54 川又 賢治澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 434 ―1：15．54 92．2�
44 タカノアメージング 牡2芦 54 荻野 極山口多賀司氏 北出 成人 浦河 斉藤 政志 492 ―1：15．81� 20．6�
11 ヤ イ ロ 牝2栗 54 長岡 禎仁�ターフ・スポート高橋 康之 浦河 市川牧場 474 ― 〃 クビ 36．3
79 コパノデナリス 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新小林 照弘氏 水野 貴広 新ひだか へいはた牧場 416 ―1：16．33 89．2�
710 クリノロッサ 牝2青鹿54 秋山真一郎栗本 博晴氏 大根田裕之 むかわ 市川牧場 424 ―1：17．36 53．0�
33 サ ン サ ー ラ 牝2鹿 54 国分 優作中本 行則氏 大根田裕之 浦河 小葉松 幸雄 448 ―1：18．79 48．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，001，500円 複勝： 36，764，300円 枠連： 8，392，100円
馬連： 48，082，900円 馬単： 25，067，300円 ワイド： 37，259，200円
3連複： 65，234，000円 3連単： 86，685，100円 計： 353，486，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 530円 � 130円 枠 連（5－6） 400円

馬 連 �� 6，460円 馬 単 �� 9，250円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 230円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 5，210円 3 連 単 ��� 33，800円

票 数

単勝票数 計 460015 的中 � 124302（2番人気）
複勝票数 計 367643 的中 � 79624（2番人気）� 10812（9番人気）� 92005（1番人気）
枠連票数 計 83921 的中 （5－6） 16230（1番人気）
馬連票数 計 480829 的中 �� 5768（20番人気）
馬単票数 計 250673 的中 �� 2031（30番人気）
ワイド票数 計 372592 的中 �� 3937（23番人気）�� 52348（1番人気）�� 6839（16番人気）
3連複票数 計 652340 的中 ��� 9384（17番人気）
3連単票数 計 866851 的中 ��� 1859（100番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．8―12．0―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．6―35．4―47．4―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディステディゴー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 More Than Ready 初出走

2018．4．10生 牡2鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンサーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月20日まで平地競走に

出走できない。

15054 6月20日 晴 稍重 （2阪神3） 第5日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時55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
1：44．4
1：43．9

良
良

23 ダンツイノーバ 牝3栗 54 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 446－ 21：47．6 3．0�
612 タンジェリンムーン 牝3芦 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：47．81� 2．2�
816 サウンドレベッカ 牝3青鹿54 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 ハナ 41．1�
11 カ サ ド ー ラ 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430± 01：48．01 5．2�
48 フ ル ミ ン ト 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来吉田 和美氏 石坂 公一 新ひだか 中田 英樹 494 ―1：48．95 15．3	
59 スズカペンダント 牝3栗 54 高倉 稜永井 啓弍氏 杉山 晴紀 むかわ 新井牧場 444＋141：49．11� 27．3

24 ピンクレガシー 牝3鹿 54 北村 友一 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 アタマ 32．4�
817 エメルヴェイエ 牝3黒鹿54 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 434＋ 2 〃 ハナ 113．3�
510 プリンセスララア 牝3栗 54 松若 風馬 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 中川 哲也 394－ 61：49．2� 137．1
35 キュートルーラー 牝3黒鹿54 石橋 脩 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 420－ 61：49．41� 50．2�
36 タガノアマルフィ 牝3鹿 54 幸 英明八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428＋ 2 〃 アタマ 107．6�
818 プリンセスシューズ 牝3鹿 54 藤井勘一郎呉本 昌時氏 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 81：49．5� 89．9�
715 ワークアウト 牝3黒鹿54 太宰 啓介安原 浩司氏 昆 貢 青森 石田 英機 470± 0 〃 クビ 34．8�
47 リュクスレジェンド 牝3鹿 54 和田 竜二田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 444－ 81：49．6� 130．9�
713 ニ ー ニ ャ 牝3芦 54 国分 優作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 492＋101：49．91� 52．9�
714 ダイシンユノ 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 424＋ 21：50．22 219．5�
611 ハイコロラトゥーラ 牝3鹿 54 酒井 学松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 406± 0 〃 クビ 330．9�
12 シゲルカリプソ 牝3青鹿54 中井 裕二森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 中央牧場 420± 01：50．51� 192．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，722，300円 複勝： 53，940，800円 枠連： 11，984，800円
馬連： 54，121，300円 馬単： 28，727，100円 ワイド： 46，093，100円
3連複： 86，657，000円 3連単： 106，024，800円 計： 426，271，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 110円 � 530円 枠 連（2－6） 270円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，470円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 9，760円

票 数

単勝票数 計 387223 的中 � 101950（2番人気）
複勝票数 計 539408 的中 � 115494（2番人気）� 195389（1番人気）� 12713（8番人気）
枠連票数 計 119848 的中 （2－6） 34201（1番人気）
馬連票数 計 541213 的中 �� 154809（1番人気）
馬単票数 計 287271 的中 �� 38835（2番人気）
ワイド票数 計 460931 的中 �� 98538（1番人気）�� 6425（19番人気）�� 9610（10番人気）
3連複票数 計 866570 的中 ��� 23252（5番人気）
3連単票数 計1060248 的中 ��� 7872（18番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．0―12．6―12．3―11．8―11．7―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．5―48．1―1：00．4―1：12．2―1：23．9―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．4
3 14，3（8，11）（1，9）2（6，17）（7，12）18（5，10）16，4（15，13） 4 14，3－（8，11）1（9，17）（2，6，12）（7，5，10，18）（4，15，16）－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツイノーバ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．31 札幌9着

2017．5．18生 牝3栗 母 サイレントイヴ 母母 クリスマスツリー 11戦1勝 賞金 14，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 ニーニャ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月20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 レッドエーデル号

追 加 記 事（第 3回阪神競馬第 3日第 3競走）
〔その他〕　　ナムラダンク号は，競走中に疾病〔右第3足根骨板状骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



15055 6月20日 晴 重 （2阪神3） 第5日 第7競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

34 アジャストザルート 牡3鹿 54 西村 淳也 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 486± 02：04．4 41．5�
813 ニホンピロストーム 牡3鹿 54

53 ☆岩田 望来小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 522－ 22：05．14 5．6�
712 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿54 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 472＋ 2 〃 クビ 8．0�
58 スズカデレヤ 牡3青鹿54 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 510± 02：05．31 3．1�
33 ロッキーサンダー 牡3鹿 54 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 468± 02：05．62 4．0�
22 マジックスピーチ 牡3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 458＋ 22：05．7クビ 32．3	
610 エイシンガネーシャ 牡3栗 54 和田 竜二平井 克彦氏 杉山 晴紀 浦河 栄進牧場 482－ 4 〃 クビ 7．8

711 トモジャチャーリー 牡4鹿 57 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 510＋122：06．33� 63．7�
814 グレートベースン 牡4青鹿57 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 526＋202：06．61� 12．7
46 サンライズプラウ 牡3鹿 54 石橋 脩松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 462＋ 82：07．66 16．0�
69 サーチュイン 牝4芦 55 田中 健加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 468＋ 22：07．91� 114．4�
57 ウェイトゥザトップ 牡3栗 54 北村 友一吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：08．53� 55．4�
11 ワンダークンナパー 牡3鹿 54 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 藤春 修二 B494－102：09．14 101．9�
45 � 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 442＋ 22：09．73� 255．0�
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売 得 金
単勝： 42，557，200円 複勝： 61，057，400円 枠連： 10，947，500円
馬連： 67，080，600円 馬単： 29，536，400円 ワイド： 59，018，000円
3連複： 102，208，700円 3連単： 111，525，200円 計： 483，931，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，150円 複 勝 � 1，000円 � 200円 � 290円 枠 連（3－8） 660円

馬 連 �� 16，820円 馬 単 �� 34，880円

ワ イ ド �� 5，230円 �� 5，280円 �� 650円

3 連 複 ��� 27，170円 3 連 単 ��� 255，060円

票 数

単勝票数 計 425572 的中 � 8192（9番人気）
複勝票数 計 610574 的中 � 12950（9番人気）� 92648（3番人気）� 55975（5番人気）
枠連票数 計 109475 的中 （3－8） 12782（3番人気）
馬連票数 計 670806 的中 �� 3090（36番人気）
馬単票数 計 295364 的中 �� 635（75番人気）
ワイド票数 計 590180 的中 �� 2804（39番人気）�� 2775（40番人気）�� 25204（7番人気）
3連複票数 計1022087 的中 ��� 2821（73番人気）
3連単票数 計1115252 的中 ��� 317（555番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．2―13．7―13．3―12．6―12．4―12．1―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―35．1―48．8―1：02．1―1：14．7―1：27．1―1：39．2―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アジャストザルート �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2019．7．21 中京5着

2017．4．5生 牡3鹿 母 エヴァディングタンペット 母母 Late Summer 9戦2勝 賞金 15，800，000円

15056 6月20日 晴 良 （2阪神3） 第5日 第8競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：57．2
1：56．1

良
良

68 パンサラッサ 牡3鹿 54 松山 弘平広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 462＋102：00．0 6．2�
33 ディープキング 牡3鹿 54

53 ☆岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 476＋ 22：00．42� 3．8�
811 サトノシャローム 牡3鹿 54 川田 将雅 �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 502＋ 22：01．67 2．5�
56 ホウオウエクレール 牡3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 8 〃 アタマ 6．4�
67 ピ ノ ク ル 牡4黒鹿57 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 488－ 42：01．81 17．7�
11 ラフダイヤモンド 牝3栗 52 松若 風馬�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 454＋ 82：01．9� 18．0	
22 スターオブバラード 牡4黒鹿57 田中 健光安 了氏 荒川 義之 新ひだか 小野 秀治 448－ 22：02．21� 16．5

44 メイショウイフウ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 B502± 02：02．41� 139．1�
710 エイシンロード 牝4黒鹿55 和田 竜二�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 488＋ 82：02．5� 15．7�
79 ヒシタイザン 牡3栗 54 幸 英明阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B500± 02：03．56 34．4
812� マヤノハイヌーン �5黒鹿57 中井 裕二田所 英子氏 庄野 靖志 平取 北島牧場 468＋112：04．56 235．8�
55 � クインズダルビー �6鹿 57 藤井勘一郎中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 村上牧場 B462－ 82：05．88 273．4�
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売 得 金
単勝： 50，109，200円 複勝： 66，345，000円 枠連： 10，376，200円
馬連： 72，753，100円 馬単： 32，810，200円 ワイド： 57，461，400円
3連複： 101，244，200円 3連単： 124，680，200円 計： 515，779，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 140円 � 120円 枠 連（3－6） 1，060円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 450円 �� 270円 �� 240円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 6，940円

票 数

単勝票数 計 501092 的中 � 64598（3番人気）
複勝票数 計 663450 的中 � 91445（3番人気）� 117047（2番人気）� 169339（1番人気）
枠連票数 計 103762 的中 （3－6） 7564（4番人気）
馬連票数 計 727531 的中 �� 49369（4番人気）
馬単票数 計 328102 的中 �� 10433（10番人気）
ワイド票数 計 574614 的中 �� 29228（5番人気）�� 55232（2番人気）�� 64168（1番人気）
3連複票数 計1012442 的中 ��� 78078（1番人気）
3連単票数 計1246802 的中 ��� 13012（11番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―12．0―12．1―12．1―11．7―11．7―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．3―48．3―1：00．4―1：12．5―1：24．2―1：35．9―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パンサラッサ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Montjeu デビュー 2019．9．21 阪神6着

2017．3．1生 牡3鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching 8戦2勝 賞金 17，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クインズダルビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月20日まで平地

競走に出走できない。



15057 6月20日 晴 良 （2阪神3） 第5日 第9競走 ��1，600�
し ょ う ど し ま

小 豆 島 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
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

78 シャイニーロック 牡4鹿 57 松若 風馬小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 508－ 21：33．8 17．9�

44 エングローサー 牡5鹿 57 和田 竜二中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 510＋ 41：34．11� 13．5�
55 オーマイガイ 牡7栗 57 酒井 学廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 482－ 21：34．2� 25．2�
810 サンライズローリエ 牡5青鹿57 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 462－ 61：34．3クビ 24．5�
22 チュウワノキセキ 牡3鹿 54 松山 弘平中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468± 01：34．51� 1．6�
89 ナンヨープランタン 牡5黒鹿57 北村 友一中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460± 01：34．6クビ 6．3�
77 プライムフェイズ 牡3鹿 54 岩田 望来 	サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456± 01：35．23� 5．0

33 スラッシュメタル 牡5鹿 57 西村 淳也吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 468± 01：35．41� 13．4�
11 	
 ジャスパーモア 牝5青鹿55 斎藤 新加藤 和夫氏 森 秀行 米

Joseph Duffel,
Richard Reed &
Tiffany Zammit

524＋ 41：35．61� 199．6�
66 スペシャルボス 牡4黒鹿57 国分 優作ラ・メール 矢作 芳人 浦河 ディアレスト

クラブ 520－121：38．2大差 83．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 46，668，800円 複勝： 63，712，900円 枠連： 11，534，500円
馬連： 76，041，300円 馬単： 42，547，400円 ワイド： 52，771，000円
3連複： 102，208，200円 3連単： 193，397，000円 計： 588，881，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 700円 � 460円 � 640円 枠 連（4－7） 3，440円

馬 連 �� 8，800円 馬 単 �� 17，960円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 4，620円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 44，670円 3 連 単 ��� 287，320円

票 数

単勝票数 計 466688 的中 � 20763（6番人気）
複勝票数 計 637129 的中 � 23406（8番人気）� 37844（5番人気）� 25816（6番人気）
枠連票数 計 115345 的中 （4－7） 2593（9番人気）
馬連票数 計 760413 的中 �� 6694（21番人気）
馬単票数 計 425474 的中 �� 1776（39番人気）
ワイド票数 計 527710 的中 �� 5843（20番人気）�� 2918（29番人気）�� 5128（23番人気）
3連複票数 計1022082 的中 ��� 1716（64番人気）
3連単票数 計1933970 的中 ��� 488（344番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．7―11．7―11．5―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．4―46．1―57．8―1：09．3―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 5（6，8）－7，1，2－3（10，9）－4 4 5（6，8）（1，7）（10，2）（3，9）－4

勝馬の
紹 介

シャイニーロック �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2018．11．10 京都2着

2016．3．15生 牡4鹿 母 ノードラメール 母母 My Brightia 17戦3勝 賞金 40，981，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スペシャルボス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月20日まで平地競

走に出走できない。
※エングローサー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

15058 6月20日 晴 稍重 （2阪神3） 第5日 第10競走 ��1，200�
あ き

安芸ステークス
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

611 レシプロケイト 牡4栗 57 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512＋ 41：10．0 3．3�

48 � フィールシュパース �5栗 57 国分 優作�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Sierra Farm 548＋ 4 〃 クビ 5．3�
59 � ジャスパーウィン 牡5栗 57 小牧 太加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 504＋ 61：10．42 35．6�
11 ノンライセンス 牝4黒鹿55 浜中 俊�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 462＋ 8 〃 クビ 8．7�
510 サトノギャロス 牡4鹿 57 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 524－ 61：10．5	 5．0	
35 アサケパワー 牡6鹿 57 酒井 学大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 522＋ 21：10．81
 35．8

816 フィールドセンス 牡6鹿 57 富田 暁前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 544－ 41：10．9	 8．9�
12 ア ポ ロ ビ ビ 牡4栗 57 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 460－ 4 〃 クビ 7．9�
36 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 490－ 4 〃 ハナ 106．0
815 ロードラズライト �5青鹿57 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 81：11．11� 13．7�
24 ショウナンカイドウ 牡7栗 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B532± 01：11．41
 217．4�
714� アスタースウィング 牡6栗 57 斎藤 新加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B520－ 61：11．5	 150．5�
713 ヤマニンレジスタ 牡5栗 57 小坂 忠士土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 500－ 21：11．71 59．9�
612 ス ズ ノ ウ メ 牝4鹿 55 荻野 極小紫惠美子氏 深山 雅史 平取 清水牧場 454－ 61：11．91	 55．6�
23 ツウカイウイング 牡5鹿 57 川須 栄彦木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 472－ 21：12．32	 75．2�
47 コウエイダリア 牝6黒鹿55 �島 良太伊東 政清氏 新谷 功一 日高 浜本牧場 498＋ 41：12．4クビ 69．6�
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売 得 金
単勝： 60，750，300円 複勝： 92，845，900円 枠連： 27，216，600円
馬連： 128，874，800円 馬単： 46，372，200円 ワイド： 89，973，000円
3連複： 180，886，100円 3連単： 195，937，000円 計： 822，855，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 210円 � 810円 枠 連（4－6） 1，130円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，470円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 11，250円 3 連 単 ��� 43，400円

票 数

単勝票数 計 607503 的中 � 147180（1番人気）
複勝票数 計 928459 的中 � 189624（1番人気）� 117419（3番人気）� 21768（8番人気）
枠連票数 計 272166 的中 （4－6） 18622（8番人気）
馬連票数 計1288748 的中 �� 85118（2番人気）
馬単票数 計 463722 的中 �� 17029（3番人気）
ワイド票数 計 899730 的中 �� 45520（2番人気）�� 9006（22番人気）�� 8089（23番人気）
3連複票数 計1808861 的中 ��� 12052（35番人気）
3連単票数 計1959370 的中 ��� 3273（149番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―11．5―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―45．5―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 5，9，13，1，8，12（10，11）16－6（3，15）（7，14）2，4 4 ・（5，9）（1，13）－（11，8）（10，16，12）－（6，3，15）（7，14）－（2，4）

勝馬の
紹 介

レシプロケイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2019．4．7 福島5着

2016．3．5生 牡4栗 母 アフェクショネット 母母 Loving Kindness 14戦4勝 賞金 55，649，000円
〔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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アカネサス号・アユツリオヤジ号・アーバンイェーガー号・エイシンポジション号・シャドウハンター号・

ジュエアトゥー号・スナークスター号・バーニングペスカ号・ヒイナヅキ号・ミスズフリオーソ号・
メイショウコゴミ号・メイショウミライ号・ヨドノビクトリー号・ロングベスト号



15059 6月20日 晴 稍重 （2阪神3） 第5日 第11競走 ��1，800�
さんのみや

三宮ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1．6．15以降2．6．14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 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
1：48．5
1：47．6

重
重

713 ヴェンジェンス 牡7栗 58 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 490－ 61：49．5 2．1�
714 クリンチャー 牡6鹿 57．5 石橋 脩前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 488－ 21：49．7� 4．4�
35 アングライフェン 牡8鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490± 01：50．65 36．3�
612 コマビショウ 牡5黒鹿55 川田 将雅小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 6 〃 アタマ 11．1�
47 アッシェンプッテル 牝4鹿 52 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 41：50．7� 33．7�
36 クリノフウジン 牡6栗 54 荻野 極栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 510－ 41：51．01� 82．6	
59 オーヴェルニュ 牡4鹿 54 松山 弘平杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 466± 01：51．1� 6．0

23 サクラアリュール 牡5栗 54 西村 淳也�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 474＋ 21：51．31� 21．2�
12 サンデーウィザード 牡8鹿 56 秋山真一郎巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 472＋101：51．4� 83．0
510 テーオーエナジー 牡5栗 56 岩田 望来小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 518＋ 51：51．5� 47．1�
815 コ ン カ ラ ー 牡4鹿 55 北村 友一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 478＋ 21：51．92 8．7�
48 ノーブルサターン 牡6黒鹿54 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム B506＋ 2 〃 クビ 263．5�
24 メイショウスミトモ 牡9鹿 54 小牧 太松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486± 01：52．11� 239．1�
816 メイショウウタゲ 牡9栗 55 高倉 稜松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 516－ 21：52．73� 332．8�
611 マイネルユキツバキ 牡5鹿 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 534± 01：53．12 29．5�
11 ジュンヴァルカン 牡7鹿 54 藤井勘一郎河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 534－ 2 〃 クビ 158．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，571，800円 複勝： 142，283，700円 枠連： 53，254，300円
馬連： 268，386，200円 馬単： 104，897，000円 ワイド： 187，213，000円
3連複： 461，426，800円 3連単： 566，078，300円 計： 1，887，111，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 � 510円 枠 連（7－7） 420円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 190円 �� 960円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 7，540円

票 数

単勝票数 計1035718 的中 � 376733（1番人気）
複勝票数 計1422837 的中 � 399006（1番人気）� 287064（2番人気）� 43007（8番人気）
枠連票数 計 532543 的中 （7－7） 96009（1番人気）
馬連票数 計2683862 的中 �� 488615（1番人気）
馬単票数 計1048970 的中 �� 124189（1番人気）
ワイド票数 計1872130 的中 �� 315057（1番人気）�� 43321（11番人気）�� 29941（16番人気）
3連複票数 計4614268 的中 ��� 126104（6番人気）
3連単票数 計5660783 的中 ��� 54393（17番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．8―12．2―12．3―12．4―12．2―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―35．9―48．1―1：00．4―1：12．8―1：25．0―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェンジェンス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．27 阪神1着

2013．3．26生 牡7栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 30戦8勝 賞金 256，086，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダイシンインディー号
（非抽選馬） 9頭 アドマイヤアルバ号・アルドーレ号・ウインユニファイド号・コズミックフォース号・ゴルトマイスター号・

デザートスネーク号・バレッティ号・ヒロブレイブ号・レピアーウィット号

15060 6月20日 晴 良 （2阪神3） 第5日 第12競走 1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

816 ビ ア イ 牝3青鹿52 原田 和真副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B482－ 21：08．8 6．7�
510 ヒ バ リ 牝3黒鹿 52

49 ▲泉谷 楓真�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 422＋101：09．01 3．7�
59 シ ョ ウ ブ 牡4鹿 57 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 476± 01：09．31� 13．0�
714 アンジュミニョン 牝4鹿 55 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 458＋121：09．51� 11．8�
24 ロードエクスプレス 牡3鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 448＋ 2 〃 クビ 4．4�
713 メイショウナスカ 牝5鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 490＋ 61：09．6� 7．7	
48 � 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 464＋ 21：09．81� 12．2

611� シーシャンティ 牡5鹿 57 和田 竜二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 482－ 21：10．01 13．8�
11 � ノーブルレゼル 牡5鹿 57 藤懸 貴志 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 452－ 2 〃 クビ 131．7�
815 サンディレクション 牡4鹿 57 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 460－ 4 〃 クビ 23．9
12 テイエムヤマカゼ �3鹿 54 	島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 鹿児島 テイエム牧場 428＋ 91：10．1� 27．0�
36 � ナオアンドユリ 牝6青鹿55 藤井勘一郎松岡 研司氏 高柳 大輔 新ひだか 武 牧場 478＋ 21：10．31� 67．9�
35 ヒ メ サ マ 牝3鹿 52 	島 克駿廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 414－ 21：10．72� 48．8�
23 � パルフェアンジュ 牝4栗 55 酒井 学�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 462＋ 21：10．8クビ 156．1�
612 タガノコルソ 牡4鹿 57

56 ☆岩田 望来八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 496－ 21：11．12 34．5�

47 � ニホンピロターナー 牡4栗 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 474－141：11．41� 185．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，010，100円 複勝： 77，334，800円 枠連： 27，059，700円
馬連： 127，796，300円 馬単： 47，178，800円 ワイド： 95，169，300円
3連複： 191，932，100円 3連単： 211，108，800円 計： 833，589，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 170円 � 390円 枠 連（5－8） 830円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，830円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 6，840円 3 連 単 ��� 29，670円

票 数

単勝票数 計 560101 的中 � 66613（3番人気）
複勝票数 計 773348 的中 � 93363（3番人気）� 137864（1番人気）� 42461（8番人気）
枠連票数 計 270597 的中 （5－8） 25115（3番人気）
馬連票数 計1277963 的中 �� 79465（2番人気）
馬単票数 計 471788 的中 �� 14335（5番人気）
ワイド票数 計 951693 的中 �� 50782（1番人気）�� 12764（22番人気）�� 19729（13番人気）
3連複票数 計1919321 的中 ��� 21026（17番人気）
3連単票数 計2111088 的中 ��� 5158（61番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．1―10．9―11．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―34．5―45．4―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．3
3 16，10（2，9）（4，14，15）8，12（1，3）（6，5）（11，13）7 4 ・（16，10）（2，9）14（4，8，15）－1（12，13）（6，3）（11，5）7

勝馬の
紹 介

ビ ア イ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アッミラーレ デビュー 2019．7．14 中京2着

2017．3．24生 牝3青鹿 母 ビューティアイ 母母 ビューティソング 17戦2勝 賞金 22，560，000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 ダノンシティ号



（2阪神3）第5日 6月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

209，900，000円
20，550，000円
1，360，000円
24，360，000円
75，397，500円
4，950，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
580，605，800円
809，468，200円
206，660，700円
1，069，796，400円
457，861，900円
824，364，400円
1，634，509，300円
1，949，285，400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 7，532，552，100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5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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