
15073 6月27日 晴 良 （2阪神3） 第7日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時55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
1：20．4
1：20．3

良
良

710 ゴールドチャリス 牝2鹿 54 浜中 俊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 406－ 21：21．7 22．9�
812 カスティーリャ 牡2栗 54 松山 弘平 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 追分ファーム 432＋ 21：21．8� 6．2�
69 ス テ ラ リ ア 牝2黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 21：21．9クビ 1．5�
56 ファルヴォーレ 牡2芦 54 福永 祐一杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 428－ 21：22．53� 22．1�
711 ウインメイユール 牝2鹿 54 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 404＋ 21：22．71 6．6	
22 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 448－ 41：22．8� 11．2

44 リサコーハク 牝2栗 54 �島 克駿八木 光博氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 436－ 41：23．01� 228．6�
45 ラブワンダー 牝2栗 54 武 豊谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村牧場 464 ― 〃 クビ 32．9�
11 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 424－ 41：23．42� 113．5
68 ア カ ヒ ゲ 牡2栗 54 藤井勘一郎佐々木孝之氏 高橋 康之 浦河 桑田フアーム 436± 01：23．5クビ 152．2�
33 プレジールミノル 牡2栗 54 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482－ 2 〃 アタマ 94．9�
57 	 ハイクォーツ 牡2鹿 54 松若 風馬ゴドルフィン 西園 正都 愛 W. J. White &

Siobhan White 474－ 41：24．88 272．8�
813 リバティスカイ 牡2青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 452－ 21：25．33 317．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 47，714，400円 複勝： 141，589，400円 枠連： 7，219，300円
馬連： 57，305，900円 馬単： 35，426，400円 ワイド： 48，276，200円
3連複： 84，370，000円 3連単： 139，680，700円 計： 561，582，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，290円 複 勝 � 310円 � 160円 � 110円 枠 連（7－8） 920円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 8，620円

ワ イ ド �� 510円 �� 630円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 27，340円

票 数

単勝票数 計 477144 的中 � 17612（6番人気）
複勝票数 計1415894 的中 � 33768（6番人気）� 89927（3番人気）� 999330（1番人気）
枠連票数 計 72193 的中 （7－8） 6044（4番人気）
馬連票数 計 573059 的中 �� 16937（9番人気）
馬単票数 計 354264 的中 �� 3082（24番人気）
ワイド票数 計 482762 的中 �� 21867（6番人気）�� 17140（8番人気）�� 73196（1番人気）
3連複票数 計 843700 的中 ��� 35945（5番人気）
3連単票数 計1396807 的中 ��� 3704（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．4―45．9―57．6―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドチャリス �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2020．6．7 阪神4着

2018．3．6生 牝2鹿 母 シルバーチャリス 母母 Silver Lane 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイクォーツ号・リバティスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月27日

まで平地競走に出走できない。

15074 6月27日 晴 良 （2阪神3） 第7日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25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 グレースルビー 牝3鹿 54 C．ルメール 本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 464± 01：53．2 1．5�
611 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± 01：53．83� 17．3�
34 タマモパッション 牝3鹿 54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 486＋ 81：54．22� 9．3�
713 モ リ ン ガ 牝3黒鹿54 岩崎 翼中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 B486＋ 41：55．79 7．3�
815 メイジュシンワ 牝3鹿 54 �島 克駿荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 464± 01：55．8クビ 14．6�
58 メイショウアイノテ 牝3青鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 454－ 21：56．11� 285．3	
11 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± 0 〃 クビ 308．7

35 テ ィ ラ ミ ス 牝3鹿 54 北村 友一寺田 寿男氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 456＋ 81：56．2クビ 13．4�
610 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 B466＋ 61：56．84 40．1�
46 ア リ エ ン 牝3鹿 54 小崎 綾也�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 440 ―1：57．01 112．8
712 ナ タ ン ド ラ 牝3鹿 54 酒井 学吉田 照哉氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 444＋ 81：57．1� 56．6�
22 ヤマニンプルニエ 牝3芦 54 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 436＋ 61：57．41� 34．6�
59 グリムスポンド 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 460－ 81：58．88 15．1�
47 ノルフェーン 牝3鹿 54 和田 竜二�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 笹地牧場 476 ― 〃 ハナ 76．5�
814 メイショウカムナビ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁松本 和子氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 468＋ 41：59．22� 69．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，704，900円 複勝： 96，906，300円 枠連： 9，976，800円
馬連： 51，972，400円 馬単： 30，779，000円 ワイド： 49，395，300円
3連複： 83，378，500円 3連単： 112，421，900円 計： 473，535，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 � 170円 枠 連（2－6） 710円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 400円 �� 230円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 計 387049 的中 � 194283（1番人気）
複勝票数 計 969063 的中 � 604700（1番人気）� 45828（6番人気）� 70427（2番人気）
枠連票数 計 99768 的中 （2－6） 10804（3番人気）
馬連票数 計 519724 的中 �� 43089（3番人気）
馬単票数 計 307790 的中 �� 23132（3番人気）
ワイド票数 計 493953 的中 �� 30594（5番人気）�� 64271（1番人気）�� 11568（10番人気）
3連複票数 計 833785 的中 ��� 33562（4番人気）
3連単票数 計1124219 的中 ��� 15772（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．7―50．3―1：02．6―1：15．3―1：28．0―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．9
1
3
5，11，13，4（7，15）（3，12）（2，9，14）（6，10）（1，8）
5，11（4，13）10（7，15）（3，9）12，2，6，14（1，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレースルビー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2019．10．5 京都4着

2017．3．30生 牝3鹿 母 アナバシュドチャーム 母母 Unbridled Hope 7戦1勝 賞金 8，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリムスポンド号・ノルフェーン号・メイショウカムナビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和2年7月27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〕 プリンセスシューズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月27日まで平地競走に出走

できない。
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15075 6月27日 晴 良 （2阪神3） 第7日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

47 ヴァクストゥーム 牡3鹿 56 浜中 俊 �ローレルレーシング 吉田 直弘 浦河 谷川牧場 462＋141：24．5 6．0�
11 ファンキーゴールド 牡3黒鹿56 川田 将雅増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 456－ 61：25．45 3．6�
24 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± 0 〃 アタマ 3．8�
713 サンライズシップ 牡3黒鹿56 北村 友一松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 472－ 61：25．5� 37．9�
510 フリークボンバー 牡3黒鹿56 荻野 極吉永 清美氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 486＋181：25．6クビ 31．5�
612 エンペラーズパレス 牡3栗 56 藤懸 貴志山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 494－ 61：25．91� 36．6	
12 ピエナビーチ 牡3青鹿56 中井 裕二本谷 兼三氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 464－ 21：26．32� 185．5

815 メイショウドンド 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 近藤牧場 452＋ 41：26．4クビ 51．0�
611 ヴィクトリオーソ 牡3鹿 56 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 日高 賀張中川牧場 496± 0 〃 アタマ 7．9�
23 テイルウォーク 牡3黒鹿56 藤井勘一郎金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 アタマ 11．3
36 タガノルーキー �3青鹿 56

53 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 508＋ 61：26．5� 27．5�

35 シゲルガリレオ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 日高 若林 順一 460± 01：26．6� 81．4�
48 テイエムラッシュ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 486＋101：26．7クビ 88．0�
59 ミキノイチゴ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗谷口 久和氏 藤沢 則雄 新ひだか 平野牧場 442－ 41：26．8� 29．2�
714 メイショウヒノヤマ 牡3鹿 56 松若 風馬松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 日の出牧場 476－ 21：27．22� 326．7�
816 ジャイアントリバー 牡3栗 56 松山 弘平嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 474－ 2 〃 クビ 7．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，517，800円 複勝： 59，599，000円 枠連： 10，073，700円
馬連： 56，629，300円 馬単： 26，162，900円 ワイド： 54，866，000円
3連複： 84，928，500円 3連単： 89，379，100円 計： 424，156，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 130円 � 130円 枠 連（1－4） 1，090円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 620円 �� 440円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 7，570円

票 数

単勝票数 計 425178 的中 � 56242（3番人気）
複勝票数 計 595990 的中 � 59509（4番人気）� 122390（2番人気）� 141511（1番人気）
枠連票数 計 100737 的中 （1－4） 7134（5番人気）
馬連票数 計 566293 的中 �� 37167（2番人気）
馬単票数 計 261629 的中 �� 10307（3番人気）
ワイド票数 計 548660 的中 �� 20120（6番人気）�� 29541（3番人気）�� 73758（1番人気）
3連複票数 計 849285 的中 ��� 51163（1番人気）
3連単票数 計 893791 的中 ��� 8550（10番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．9―12．1―12．2―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．7―46．8―59．0―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァクストゥーム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2019．6．16 函館3着

2017．3．13生 牡3鹿 母 ガーネットスター 母母 クルーピアスター 2戦1勝 賞金 6，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スリーシャトー号・フェルトオンブレ号

15076 6月27日 晴 良 （2阪神3） 第7日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

35 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 484＋ 61：53．6 7．4�
59 スワーヴシールズ �3鹿 56 福永 祐一�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム 476－18 〃 アタマ 12．3�
714 テイエムゴールデン 牡3青鹿56 C．ルメール 竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 千代田牧場 472＋ 41：53．81� 1．5�
611 ア カ ボ シ 牡3黒鹿56 武 豊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 546＋221：54．43� 6．7�
11 ルドンカズマ 牡3鹿 56 松若 風馬合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 488＋ 2 〃 クビ 13．7	
12 クリノビックスター 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 474＋ 41：55．78 261．9

48 タイセイブリッツ 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新田中 成奉氏 安田 翔伍 日高 若林 順一 492－ 4 〃 アタマ 27．0�
612 モズフォーナイン 牡3青 56 酒井 学 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 478＋ 21：55．8� 121．0�
36 グリントビート 牡3鹿 56 小崎 綾也ターフ・スポート寺島 良 浦河 中島牧場 B490± 01：56．0� 207．1�
713 ア ズ マ オ ウ 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 B490－ 21：56．42� 326．8�
23 マ ス テ ィ マ 牡3鹿 56 岩崎 翼山口 敦広氏 上村 洋行 新ひだか 酒井 亨 470± 01：56．61 72．8�
47 メイケイカガヤキ 牡3芦 56 �島 良太名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 480－141：56．81� 415．9�
815 ファラウェイ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 544－ 41：57．11� 18．4�
24 デスマッチヤンキー 牡3青鹿56 高倉 稜西森 功氏 吉田 直弘 様似 清水スタッド 492－ 81：57．95 481．5�
816 ハーレムシャドウ 牡3鹿 56 西村 淳也飯塚 知一氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 484＋ 4 〃 クビ 23．8�
510 ソ イ ル 牡3栗 56 岡田 祥嗣 �ローレルレーシング 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 482－ 41：58．43 235．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，733，800円 複勝： 106，406，300円 枠連： 9，123，900円
馬連： 52，451，100円 馬単： 32，189，500円 ワイド： 50，941，500円
3連複： 85，685，100円 3連単： 122，707，400円 計： 502，238，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 150円 � 220円 � 110円 枠 連（3－5） 4，310円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 770円 �� 220円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 18，140円

票 数

単勝票数 計 427338 的中 � 45979（3番人気）
複勝票数 計1064063 的中 � 81684（2番人気）� 44677（5番人気）� 697283（1番人気）
枠連票数 計 91239 的中 （3－5） 1639（13番人気）
馬連票数 計 524511 的中 �� 9855（11番人気）
馬単票数 計 321895 的中 �� 2878（21番人気）
ワイド票数 計 509415 的中 �� 14406（10番人気）�� 68309（1番人気）�� 36917（4番人気）
3連複票数 計 856851 的中 ��� 48150（4番人気）
3連単票数 計1227074 的中 ��� 4903（63番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．0―12．8―12．8―12．9―12．9―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．6―49．4―1：02．2―1：15．1―1：28．0―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウハクサン �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．6．13 阪神4着

2017．5．29生 牡3鹿 母 メイショウゴウヒメ 母母 メイショウフクヒメ 2戦1勝 賞金 5，870，000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 モズグレース号



15077 6月27日 曇 良 （2阪神3） 第7日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時15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

22 メイショウイチヒメ 牝2青鹿54 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 428 ―1：12．6 2．8�
11 アルーリングギフト 牡2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ― 〃 クビ 4．0�
88 マテンロウルビー 牝2鹿 54 川田 将雅寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 440 ―1：12．7クビ 3．4�
44 タイセイロワイヤル 牡2鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 森田 直行 新冠 大狩部牧場 474 ―1：12．8� 23．5�
66 アンジュマリッシュ 牝2青 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 418 ―1：13．01� 7．7�
33 ウェーブメジャー 牡2鹿 54 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 462 ―1：13．31� 9．8	
55 シンヨモギネス 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464 ―1：14．15 65．2

77 スナークショウエン 牝2栗 54 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 468 ―1：14．41� 57．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 46，249，800円 複勝： 36，916，800円 枠連： 発売なし
馬連： 50，189，800円 馬単： 28，387，000円 ワイド： 37，421，200円
3連複： 59，523，800円 3連単： 116，149，700円 計： 374，838，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 190円 �� 180円 �� 250円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 2，160円

票 数

単勝票数 計 462498 的中 � 134232（1番人気）
複勝票数 計 369168 的中 � 94675（1番人気）� 64195（3番人気）� 83431（2番人気）
馬連票数 計 501898 的中 �� 76344（2番人気）
馬単票数 計 283870 的中 �� 22008（2番人気）
ワイド票数 計 374212 的中 �� 51094（2番人気）�� 55668（1番人気）�� 33321（3番人気）
3連複票数 計 595238 的中 ��� 80077（1番人気）
3連単票数 計1161497 的中 ��� 38892（1番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．4―12．5―11．5―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．0―25．0―37．4―49．9―1：01．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウイチヒメ �

父 メイショウボーラー �


母父 スズカマンボ 初出走

2018．4．22生 牝2青鹿 母 メイショウマンボ 母母 メイショウモモカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

15078 6月27日 曇 良 （2阪神3） 第7日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

816 ウィズダイヤモンズ 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 404－ 42：02．1 4．7�

611 ラズルダズル 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B448－ 42：02．84 1．8�
510 ショウナンワンガン 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新国本 哲秀氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：03．11� 35．9�
47 レッドラトゥール �3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 460－ 62：03．2� 5．1�
714 アスターファゴット 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 494＋ 22：03．3クビ 40．0	
23 スカイボルト 牡3栗 56 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 434－ 4 〃 ハナ 92．0

612 ア メ ト リ ン 牝3栗 54 藤井勘一郎�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 436＋ 22：03．4� 300．7�
713 リリークラスター 牝3鹿 54 長岡 禎仁会田 浩史氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 456＋16 〃 ハナ 63．1�
59 メイショウヨザクラ 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 488－ 22：03．93 63．8
12 フィアレスハート 牡3黒鹿56 北村 友一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500－ 82：04．0� 8．0�
11 � ファルサルス 牡3栗 56 中井 裕二ゴドルフィン 安田 隆行 米 Al Shaqab

Racing 494＋ 82：04．2� 99．4�
35 ピンクシップ 牝3鹿 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 454－14 〃 クビ 254．3�
36 � メートルエロー 牡3鹿 56 小牧 太�ラ・メール 矢作 芳人 英 Stuart

Stuckey 526＋322：04．41� 44．1�
815 パ レ ド ネ ス 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478 ―2：05．35 119．7�
24 ベッサラビア 牡3鹿 56 岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B462－ 22：05．61� 75．4�
48 ルールオブサム 牡3黒鹿56 	島 克駿前田 幸治氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 470－ 62：06．66 77．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，530，700円 複勝： 71，343，100円 枠連： 9，694，800円
馬連： 54，428，300円 馬単： 32，658，000円 ワイド： 47，641，600円
3連複： 85，652，100円 3連単： 119，222，000円 計： 459，170，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 110円 � 360円 枠 連（6－8） 300円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，110円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 11，160円

票 数

単勝票数 計 385307 的中 � 65300（2番人気）
複勝票数 計 713431 的中 � 108460（2番人気）� 356850（1番人気）� 21561（5番人気）
枠連票数 計 96948 的中 （6－8） 24559（1番人気）
馬連票数 計 544283 的中 �� 123880（1番人気）
馬単票数 計 326580 的中 �� 25015（3番人気）
ワイド票数 計 476416 的中 �� 82926（1番人気）�� 9120（10番人気）�� 16484（6番人気）
3連複票数 計 856521 的中 ��� 28522（5番人気）
3連単票数 計1192220 的中 ��� 7744（26番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．4―13．2―12．6―11．7―11．7―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―37．2―50．4―1：03．0―1：14．7―1：26．4―1：38．3―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィズダイヤモンズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．12．15 阪神3着

2017．5．27生 牝3鹿 母 コスモルーシー 母母 ジュリアクイーン 8戦1勝 賞金 11，480，000円
〔発走状況〕 スカイボルト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔3走成績による出走制限〕 メイショウヨザクラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年8月27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 アドマイヤパンドラ号

追 加 記 事（第 3回阪神競馬第 4日第 4競走）
〔その他〕　　ブルべアバレル号は，競走中に疾病〔右第 2中手骨々折〕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。



15079 6月27日 曇 良 （2阪神3） 第7日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

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
1：48．5
1：47．6

重
重

56 アルコレーヌ 牝3栃栗52 川田 将雅 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 456± 01：52．2 1．7�
44 キャッツアイ 牝3鹿 52 武 豊広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 470＋ 81：53．37 5．4�
79 サウザンドスマイル 牝3鹿 52 川須 栄彦�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 21：53．4� 20．5�
812 ラブスピール 牝3鹿 52 幸 英明増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 438＋101：53．82 3．9�
11 ラヴベローナ 牝5鹿 55 松山 弘平菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 486－ 8 〃 クビ 37．9	
67 オリーブティアラ 牝4栗 55 西村 淳也飯田 良枝氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 460－ 41：53．9クビ 51．3

22 エターナルディーバ 牝4栗 55 藤井勘一郎 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム B456＋14 〃 クビ 132．3�
33 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 484＋ 41：54．32 14．7�
710 シ ャ ル ド ネ 牝3鹿 52 �島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 442－ 21：54．4� 48．3
811 メイショウフクイク 牝4栗 55 岩崎 翼松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 474＋ 2 〃 クビ 104．6�
55 � ピエナシニスター 牝5栗 55 酒井 学本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 21：54．82� 207．7�
68 テイエムクイーン 牝3鹿 52

51 ☆富田 暁竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 478＋ 21：55．75 41．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 43，435，600円 複勝： 113，362，500円 枠連： 9，760，700円
馬連： 60，491，000円 馬単： 38，451，300円 ワイド： 53，202，300円
3連複： 101，756，800円 3連単： 162，114，000円 計： 582，574，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 290円 枠 連（4－5） 540円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 280円 �� 410円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 7，100円

票 数

単勝票数 計 434356 的中 � 202518（1番人気）
複勝票数 計1133625 的中 � 764536（1番人気）� 69241（3番人気）� 32970（5番人気）
枠連票数 計 97607 的中 （4－5） 13865（2番人気）
馬連票数 計 604910 的中 �� 80549（2番人気）
馬単票数 計 384513 的中 �� 38668（2番人気）
ワイド票数 計 532023 的中 �� 55506（2番人気）�� 33749（4番人気）�� 6025（21番人気）
3連複票数 計1017568 的中 ��� 25116（9番人気）
3連単票数 計1621140 的中 ��� 16534（19番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．9―12．3―12．7―13．1―12．4―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．9―49．2―1：01．9―1：15．0―1：27．4―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．2
1
3
4（2，6）10（5，7）12－3（1，11）8－9
4，6，10（2，7，12）5，3（1，11）9－8

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

勝馬の
紹 介

アルコレーヌ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．9．8 阪神1着

2017．4．3生 牝3栃栗 母 マチカネタマカズラ 母母 Sweet and Ready 6戦2勝 賞金 24，542，000円

15080 6月27日 曇 良 （2阪神3） 第7日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時50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
1：08．8
1：08．7

重
重

510 ファストボウラー 牡3栗 54 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大

作ステーブル B450－ 81：11．4 13．3�
47 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± 01：11．82� 7．1�
815� スパニッシュフライ 牝5栗 55

54 ☆斎藤 新浅川 昌彦氏 藤沢 則雄 新冠 協和牧場 474＋ 61：12．01� 119．4�
12 ロードラナキラ 牡5鹿 57 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＋ 81：12．1クビ 39．2�
36 ニホンピロランド 牡4鹿 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 498± 0 〃 クビ 56．2�
48 グーテンモルゲン 牡4鹿 57 C．ルメール 薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 502－ 21：12．31� 5．7	
11 シゲルカセイ 牡3栗 54 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 41：12．51 39．7

24 ジューンステータス 牡4青鹿57 西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B484－ 61：12．71� 6．6�
59 オヌシナニモノ 牡3鹿 54 武 豊ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 450＋ 21：12．8クビ 2．0�
714 スナークダヴィンチ 牡3鹿 54 藤井勘一郎杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 484＋ 21：12．9� 18．7
816 ニシノダンテ 牡5青鹿57 和田 竜二西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 496－101：13．0� 91．7�
612� ミンナノシャチョウ 牡5鹿 57 高倉 稜 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 508－141：13．1� 203．4�
611 グランドデューク 牡3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 512± 01：13．73� 23．0�
35 テイエムイブシギン 牡4芦 57

56 ☆富田 暁竹園 正繼氏 武 英智 日高 佐々木 康治 B530－ 81：13．8� 32．6�
23 レ サ イ ヤ 牡4黒鹿 57

54 ▲泉谷 楓真落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 B482－ 61：14．22� 120．0�
713� メイショウビコーン 牡6栗 57 松若 風馬松本 和子氏 �島 一歩 浦河 日の出牧場 B500－ 81：14．3� 334．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，237，200円 複勝： 80，286，800円 枠連： 15，982，300円
馬連： 85，719，900円 馬単： 39，966，200円 ワイド： 77，450，000円
3連複： 129，740，200円 3連単： 159，290，500円 計： 640，673，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 420円 � 220円 � 2，360円 枠 連（4－5） 260円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 8，390円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 10，690円 �� 8，010円

3 連 複 ��� 113，940円 3 連 単 ��� 437，440円

票 数

単勝票数 計 522372 的中 � 31256（5番人気）
複勝票数 計 802868 的中 � 48468（5番人気）� 117001（2番人気）� 7342（14番人気）
枠連票数 計 159823 的中 （4－5） 46463（1番人気）
馬連票数 計 857199 的中 �� 13718（16番人気）
馬単票数 計 399662 的中 �� 3572（25番人気）
ワイド票数 計 774500 的中 �� 16212（12番人気）�� 1835（67番人気）�� 2453（55番人気）
3連複票数 計1297402 的中 ��� 854（190番人気）
3連単票数 計1592905 的中 ��� 264（772番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．1―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファストボウラー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．17 小倉3着

2017．4．22生 牡3栗 母 モエレカバーガール 母母 マイライフスタイル 8戦2勝 賞金 18，050，000円



15081 6月27日 曇 良 （2阪神3） 第7日 第9競走 ��1，400�
い ず し

出 石 特 別
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
但馬國出石観光協会理事長賞（1着）

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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

611 スマートクラージュ 牡3鹿 54 藤井勘一郎大川 徹氏 池江 泰寿 日高 いとう牧場 478＋ 21：21．3 2．9�
59 ラルムドール 牡5鹿 57 C．ルメール �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 B502＋ 21：21．51� 12．1�
47 ダノンシティ 牡4鹿 57 北村 友一�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 476－ 21：21．6� 9．4�
48 ロードベイリーフ 牡3黒鹿54 幸 英明 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 474－ 8 〃 クビ 25．8�
24 フェアレストアイル 牝3鹿 52 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 450＋161：21．91� 3．0	
713� マートルフィールド 牡3栗 54 松山 弘平ゴドルフィン 矢作 芳人 愛

Tinnakill
Bloodstock &
Jack Cantillon

464＋121：22．21	 15．4

23 テイエムミラージュ 牝3鹿 52 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 468± 0 〃 ハナ 99．7�
816 ワンダーカタリナ 牡3鹿 54 武 豊山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 510± 0 〃 ハナ 21．3�
510 メイショウナパワン 牡3黒鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 474＋ 21：22．3	 58．6
36 ショウナンサスケ 牡7鹿 57 松若 風馬国本 哲秀氏 高橋 義忠 浦河 大北牧場 466± 01：22．4� 63．2�
817 ア ビ エ ル ト 牡3鹿 54 和田 竜二野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 472－ 4 〃 ハナ 56．7�
612 ボ マ イ ェ 牡4鹿 57 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 532＋101：22．5クビ 6．4�
815
 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 442＋ 41：22．6	 153．5�
12 ホッコーメヴィウス �4鹿 57 荻野 極北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 454－ 21：23．02	 103．7�
11 
 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 460－ 81：23．53 533．5�
35 � サイモンハロルド 牡3鹿 54 小牧 太澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 434＋ 21：23．92	 71．2�
（16頭）

714
 アイファーブレーヴ 牡5黒鹿57 西村 淳也中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 466－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 71，695，600円 複勝： 108，701，300円 枠連： 23，463，100円
馬連： 117，160，500円 馬単： 43，148，900円 ワイド： 97，129，700円
3連複： 163，677，000円 3連単： 171，692，600円 計： 796，668，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 290円 � 230円 枠 連（5－6） 1，050円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 700円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 35，010円

票 数

単勝票数 差引計 716956（返還計 833） 的中 � 192503（1番人気）
複勝票数 差引計1087013（返還計 1270） 的中 � 213376（2番人気）� 83265（5番人気）� 113991（4番人気）
枠連票数 差引計 234631（返還計 115） 的中 （5－6） 17234（5番人気）
馬連票数 差引計1171605（返還計 4057） 的中 �� 32734（8番人気）
馬単票数 差引計 431489（返還計 1833） 的中 �� 7795（14番人気）
ワイド票数 差引計 971297（返還計 3791） 的中 �� 20187（13番人気）�� 36760（6番人気）�� 14728（18番人気）
3連複票数 差引計1636770（返還計 10452） 的中 ��� 16924（20番人気）
3連単票数 差引計1716926（返還計 9125） 的中 ��� 3555（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―33．6―45．5―57．4―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートクラージュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．2．16 京都2着

2017．4．22生 牡3鹿 母 レジェトウショウ 母母 ウイッチトウショウ 4戦2勝 賞金 18，485，000円
〔競走除外〕 アイファーブレーヴ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。

15082 6月27日 曇 良 （2阪神3） 第7日 第10競走 ��2，000�
きょうばし

京 橋 特 別
発走15時00分 （芝・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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

66 カセドラルベル 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 538－ 61：58．9 2．6�
33 レターオンザサンド 牡4芦 57 C．ルメール 小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット

ファーム 488＋ 61：59．11� 4．5�
22 カ ン ト ル 牡4鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：59．52� 4．5�
55 ハギノアレス 牡6鹿 57 川田 将雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 528＋101：59．81	 11．8�
11 ゴールドティア 牝3鹿 52 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：00．01� 5．3	
44 アルファライズ 牝4青鹿55 斎藤 新松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞
湖 レイクヴィラファーム 448－ 42：00．74 48．2

89 グラディーヴァ 牝4鹿 55 和田 竜二近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 クビ 17．0�
77 ダノングレーター 牡4黒鹿57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－ 22：01．33� 63．0�
810 グラットシエル 牡6黒鹿57 西村 淳也 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 510－ 82：02．47 15．7
78 � ホリデーモード �5黒鹿57 川須 栄彦下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm 484＋ 42：02．82� 140．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 67，631，900円 複勝： 97，669，400円 枠連： 19，069，900円
馬連： 124，911，300円 馬単： 50，288，000円 ワイド： 84，085，800円
3連複： 162，449，700円 3連単： 229，342，500円 計： 835，448，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（3－6） 470円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 250円 �� 250円 �� 320円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，560円

票 数

単勝票数 計 676319 的中 � 201108（1番人気）
複勝票数 計 976694 的中 � 258737（1番人気）� 158898（3番人気）� 168143（2番人気）
枠連票数 計 190699 的中 （3－6） 30825（1番人気）
馬連票数 計1249113 的中 �� 152749（1番人気）
馬単票数 計 502880 的中 �� 30690（2番人気）
ワイド票数 計 840858 的中 �� 88298（1番人気）�� 86601（2番人気）�� 63338（3番人気）
3連複票数 計1624497 的中 ��� 164152（1番人気）
3連単票数 計2293425 的中 ��� 46652（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．1―46．7―58．4―1：10．3―1：22．2―1：34．1―1：46．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カセドラルベル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．8．25 小倉2着

2016．2．13生 牝4鹿 母 ベルスリーブ 母母 バ ー シ ャ 7戦3勝 賞金 42，738，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



15083 6月27日 曇 良 （2阪神3） 第7日 第11競走 ��1，200�
み な づ き

水無月ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．6．22以降2．6．21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 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
1：06．7
1：06．5

良
良

12 ブライティアレディ 牝7青鹿54 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 440± 01：09．1 7．0�
816 フェルトベルク 牝6鹿 51 藤懸 貴志加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 452＋14 〃 アタマ 77．2�
35 ア カ ネ サ ス 牝4鹿 52 高倉 稜林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B494＋ 41：09．2� 15．8�
11 コウエイダリア 牝6黒鹿51 富田 暁伊東 政清氏 新谷 功一 日高 浜本牧場 498± 01：09．3クビ 21．4�
23 ヤマニンペダラーダ 牡6黒鹿54 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 478± 0 〃 クビ 21．1�
713 バーニングペスカ 牡5鹿 55 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 476＋ 41：09．51 5．5�
510 コロラトゥーレ 牝6鹿 52 川須 栄彦廣崎利洋HD	 梅田 智之 日高 Shall Farm 474－ 4 〃 クビ 30．1

815 ゲンキチハヤブサ �8栗 53 田中 健荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 488－ 21：09．6� 135．6�
47 ヤマカツグレース 牝6栗 52 斎藤 新山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 466－ 61：09．7クビ 76．2�
714 ブリッツアウェイ 牝4黒鹿53 松若 風馬吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 クビ 7．9
612 イサチルホープ 牡8栗 54 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 492－ 21：09．8クビ 16．6�
48 ショウナンタイガ 牡4鹿 55 松山 弘平国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 482－ 6 〃 クビ 8．8�
611 タイセイブレーク �6栗 54 和田 竜二田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 494－ 21：09．9� 5．7�
36 アサケパワー 牡6鹿 55 酒井 学大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 520－ 2 〃 クビ 22．4�
24 ハ ル サ カ エ 牝4鹿 53 武 豊齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 490－ 41：10．11 5．7�
59 	 アスタースウィング 牡6栗 55 川又 賢治加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B520± 01：10．31 95．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 77，671，800円 複勝： 121，700，500円 枠連： 53，680，100円
馬連： 241，604，100円 馬単： 78，815，900円 ワイド： 156，068，500円
3連複： 402，302，100円 3連単： 388，214，300円 計： 1，520，057，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 280円 � 2，230円 � 500円 枠 連（1－8） 14，930円

馬 連 �� 44，010円 馬 単 �� 72，350円

ワ イ ド �� 11，070円 �� 1，920円 �� 19，320円

3 連 複 ��� 207，220円 3 連 単 ��� 1，197，680円

票 数

単勝票数 計 776718 的中 � 88583（4番人気）
複勝票数 計1217005 的中 � 133529（4番人気）� 12450（14番人気）� 63188（8番人気）
枠連票数 計 536801 的中 （1－8） 2786（29番人気）
馬連票数 計2416041 的中 �� 4254（79番人気）
馬単票数 計 788159 的中 �� 817（154番人気）
ワイド票数 計1560685 的中 �� 3603（79番人気）�� 21490（24番人気）�� 2058（104番人気）
3連複票数 計4023021 的中 ��� 1456（341番人気）
3連単票数 計3882143 的中 ��� 235（1950番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．4―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライティアレディ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダイタクリーヴァ デビュー 2016．1．10 京都13着

2013．4．16生 牝7青鹿 母 ブライティアパルス 母母 ストームサンデー 35戦4勝 賞金 99，988，000円
〔発走状況〕 ゲンキチハヤブサ号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻2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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プレシャスルージュ号

15084 6月27日 曇 良 （2阪神3） 第7日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （ダート・右）（500万円以下）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

35 エピキュール 牡3黒鹿54 C．ルメール 江馬 由将氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 512－ 41：53．0 2．9�
510 スコルピウス �4黒鹿57 武 豊飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B466－ 21：53．31� 13．5�
714� コラルノクターン 牡3鹿 54 浜中 俊グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC 518± 01：53．4クビ 5．4�
611 メイショウドヒョウ 牡3栗 54 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 474－ 4 〃 クビ 17．0�
612 タガノカリュウド 牡3黒鹿54 福永 祐一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512－ 21：53．5	 10．9�
47 ホッコーアカツキ 牡3鹿 54 国分 優作北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 506－ 21：53．71
 4．2	
48 キングレイスター 牡6鹿 57 幸 英明伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 500＋ 41：53．91	 69．6

59 ゲンパチマイティー 牡3鹿 54 高倉 稜平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 502－ 41：54．0	 14．5�
12 ハ ー シ ェ ル 牡4黒鹿57 和田 竜二ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 4 〃 ハナ 43．5�
815� ノ イ ー ヴ ァ 牝4鹿 55 藤井勘一郎�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift

Farm LLC B500＋181：54．42	 9．8
36 シンゼンストロング 牡4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 508－ 41：54．61
 148．5�
713 キャルブルー 牡3黒鹿54 中井 裕二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 508＋ 41：54．8� 193．4�
816� ニシノトランザム 牡5鹿 57 松山 弘平西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

476－ 81：55．22	 59．1�
11 フ ェ ル カ ド 牡3青鹿 54

53 ☆富田 暁 �キャロットファーム 角田 晃一 千歳 社台ファーム 464－ 41：56．15 182．1�
24 リュクスウォリアー 牡3鹿 54 西村 淳也田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 490－ 81：57．16 38．9�
23 ブルベアノット 牡3鹿 54 荻野 極 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 484－ 61：57．2� 388．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，460，300円 複勝： 104，705，000円 枠連： 27，469，400円
馬連： 147，231，000円 馬単： 51，892，100円 ワイド： 114，997，000円
3連複： 227，162，300円 3連単： 241，510，100円 計： 989，427，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 260円 � 190円 枠 連（3－5） 1，190円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 660円 �� 390円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 16，500円

票 数

単勝票数 計 744603 的中 � 201130（1番人気）
複勝票数 計1047050 的中 � 249509（1番人気）� 83061（6番人気）� 133451（3番人気）
枠連票数 計 274694 的中 （3－5） 17842（4番人気）
馬連票数 計1472310 的中 �� 58606（6番人気）
馬単票数 計 518921 的中 �� 12925（8番人気）
ワイド票数 計1149970 的中 �� 44082（5番人気）�� 80620（2番人気）�� 29613（9番人気）
3連複票数 計2271623 的中 ��� 52414（8番人気）
3連単票数 計2415101 的中 ��� 10611（30番人気）

ハロンタイム 12．9―10．6―12．6―13．1―13．0―12．6―12．5―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．5―36．1―49．2―1：02．2―1：14．8―1：27．3―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エピキュール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．12．15 阪神5着

2017．4．14生 牡3黒鹿 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 6戦2勝 賞金 16，300，000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 タイガーインディ号
（非抽選馬） 1頭 ゼットセントラル号



（2阪神3）第7日 6月27日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

188，260，000円
5，620，000円
22，990，000円
1，370，000円
20，870，000円
70，389，500円
4，675，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
643，583，800円
1，139，186，400円
195，514，000円
1，100，094，600円
488，165，200円
871，475，100円
1，670，626，100円
2，051，724，800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 8，160，370，000円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回阪神競馬第7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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