
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

17013 6月20日 晴 重 （3阪神3） 第2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
1：08．5

重
重

510 ポケットロケット 牝3栗 54 川須 栄彦野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 484＋121：11．2 4．7�
713 マーチャンフェイス 牝3鹿 54 松山 弘平 STレーシング 新谷 功一 新ひだか 木村 秀則 456± 01：11．94 4．5�
815 ジュンワンポイント 牝3鹿 54 西村 淳也河合 純二氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 430＋ 6 〃 アタマ 9．5�
36 シ ゲ ル リ ジ 牝3鹿 54 福永 祐一森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 452－ 21：12．0クビ 6．1�
24 ムーンランディング 牝3鹿 54 小牧 太ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418＋141：12．1� 149．8�
11 レイワプリンセス 牝3栗 54

53 ☆富田 暁菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 488－ 2 〃 ハナ 8．8�
48 エスパダアスール 牝3栗 54 和田 竜二	アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 426＋ 2 〃 アタマ 7．9

23 ニホンピロラブリー 牝3青鹿54 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 464＋ 21：12．41� 21．4�
59 スマートエルサ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 静内山田牧場 436± 0 〃 ハナ 183．0�
611 クチバシニチェリー 牝3黒鹿54 菊沢 一樹薪浦 州平氏 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 436＋18 〃 クビ 64．7
47 レッツゴーアスク 牝3鹿 54 �島 克駿廣崎利洋HD	 梅田 智之 千歳 社台ファーム 464－ 41：12．5� 6．9�
612 ルナレインボー 牝3鹿 54 藤懸 貴志�髙昭牧場 小林 真也 浦河 高昭牧場 476 ―1：13．03 178．6�
714 ロ メ ー ロ 牝3栗 54 岩田 望来阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 468± 01：13．95 13．6�
35 ナリタサフラン 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝	オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 422＋ 21：14．0クビ 359．1�
816 メイショウノビヤカ 牝3青鹿54 酒井 学松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 484± 01：14．63� 255．8�
12 アイルオブチェリー 牝3栗 54

51 ▲角田 大和ライオンレースホース	 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 444＋181：14．7� 142．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，705，100円 複勝： 61，579，500円 枠連： 12，136，000円
馬連： 68，927，300円 馬単： 27，551，600円 ワイド： 62，917，200円
3連複： 116，746，400円 3連単： 109，052，000円 計： 493，615，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 160円 � 250円 枠 連（5－7） 920円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 490円 �� 780円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 18，530円

票 数

単勝票数 計 347051 的中 � 59015（2番人気）
複勝票数 計 615795 的中 � 90584（2番人気）� 112480（1番人気）� 55720（6番人気）
枠連票数 計 121360 的中 （5－7） 10166（4番人気）
馬連票数 計 689273 的中 �� 42698（1番人気）
馬単票数 計 275516 的中 �� 8303（2番人気）
ワイド票数 計 629172 的中 �� 34324（1番人気）�� 20269（9番人気）�� 17596（14番人気）
3連複票数 計1167464 的中 ��� 19123（16番人気）
3連単票数 計1090520 的中 ��� 4266（28番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―11．7―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．5―46．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポケットロケット �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．8．8 新潟13着

2018．4．7生 牝3栗 母 マザーズウィッシュ 母母 ゴールデンカラーズ 7戦1勝 賞金 7，870，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ビービーダルク号

17014 6月20日 晴 重 （3阪神3） 第2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

47 キタノエクスプレス 牡3鹿 56 松山 弘平北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 518－ 21：23．5 2．5�
713 テイエムグレイト 牡3芦 56

55 ☆富田 暁竹園 正繼氏 武 英智 浦河 浦河小林牧場 470－ 2 〃 クビ 8．1�
11 ゲストプリンシパル 牡3鹿 56 福永 祐一松村 真司氏 四位 洋文 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 494－101：24．45 6．1�
12 フ ェ ラ ー ラ 牝3鹿 54 幸 英明北山 敏�氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 416＋ 8 〃 クビ 11．6�
59 ノーブルグレイス 牝3鹿 54 岩田 望来吉木 伸彦氏 宮本 博 平取 稲原牧場 438＋ 41：24．5クビ 3．5�
611 レリキアアスール 牝3黒鹿54 和田 竜二	アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 452＋ 21：25．45 51．2

24 チョウワイルド 牡3黒鹿56 高倉 稜丸山 隆雄氏 田中 克典 新ひだか オギオギ牧場 484＋ 81：25．71� 25．7�
816 マグナムハート 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 506＋121：25．8� 40．8
35 ハギノクレド 牡3鹿 56 加藤 祥太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 460＋ 6 〃 � 163．7�
510 スリーケイエヌ 牡3栗 56 酒井 学永井商事	 藤沢 則雄 浦河 栄進牧場 460－ 41：26．01� 21．7�
48 スズカロマンス 牝3栗 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470－ 41：26．21 37．4�
815 ア ミ ス タ 牝3鹿 54 森 裕太朗水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 460－ 41：26．73 49．3�
36 アイファーベア 牡3鹿 56 田中 健中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 442－ 21：26．91� 400．6�
23 ゼンノペギング 	3青鹿 56

53 ▲松本 大輝大迫久美子氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 B418－121：27．0クビ 287．1�
612 ヒドゥンジェム 牡3青 56 城戸 義政山上 和良氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 470＋ 61：27．32 148．5�
714 オウケンブレイク 牡3青鹿56 西村 淳也福井 明氏 牧浦 充徳 白老 社台牧場 496± 01：27．93� 79．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，146，900円 複勝： 46，349，800円 枠連： 9，889，800円
馬連： 52，947，800円 馬単： 24，050，100円 ワイド： 52，780，200円
3連複： 89，801，300円 3連単： 93，004，900円 計： 398，970，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 190円 � 170円 枠 連（4－7） 810円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 430円 �� 400円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 8，140円

票 数

単勝票数 計 301469 的中 � 94175（1番人気）
複勝票数 計 463498 的中 � 110739（1番人気）� 54881（4番人気）� 64413（3番人気）
枠連票数 計 98898 的中 （4－7） 9406（4番人気）
馬連票数 計 529478 的中 �� 41227（4番人気）
馬単票数 計 240501 的中 �� 12657（3番人気）
ワイド票数 計 527802 的中 �� 32252（4番人気）�� 35303（3番人気）�� 12927（9番人気）
3連複票数 計 898013 的中 ��� 28060（4番人気）
3連単票数 計 930049 的中 ��� 8282（15番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．0―11．9―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．6―46．6―58．5―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタノエクスプレス �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．2．20 阪神3着

2018．4．11生 牡3鹿 母 ツルマルサンチャン 母母 リキセレナード 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オウケンブレイク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ユーベルント号

第３回 阪神競馬 第２日



17015 6月20日 晴 稍重 （3阪神3） 第2日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時05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
1：19．2
1：19．0

良
良

23 ヨシノイースター 牡3黒鹿56 川田 将雅清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー
クスタツド 474± 01：22．0 1．9�

12 � リエンカウンター 牝3栗 54 横山 和生ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 470＋201：22．85 14．5�
715 ゼンノミチザネ 牡3鹿 56 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 446＋ 41：23．22 16．4�
36 テイエムエメラルド 牝3黒鹿54 �島 克駿竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前川 勝春 444＋20 〃 クビ 50．2�
817 ショウナンガニアン 牡3鹿 56 岩田 望来国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 440± 01：23．41� 5．0�
714 タイセイブレイズ 牡3鹿 56 福永 祐一田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 456＋ 4 〃 アタマ 10．4�
713 スナークシュンソウ 牡3黒鹿56 西村 淳也杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 小泉牧場 504－ 61：23．61� 10．8	
35 フォーエバーカヨ 牝3鹿 54 菊沢 一樹泉 一郎氏 千田 輝彦 新ひだか 沖田 哲夫 392＋161：24．02� 130．8

818 ハ ヤ ブ サ 牡3黒鹿56 浜中 俊寺田 寿男氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 536＋261：24．1� 39．4�
24 メイショウヨサレ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 396＋141：24．2クビ 137．9�
612 シゲルカイチョウ 牡3栗 56 和田 竜二森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 下屋敷牧場 454－ 6 〃 クビ 14．9
59 サンライズブルーム 牡3鹿 56 丸田 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 464＋ 4 〃 クビ 101．6�
11 スマートブリーズ 牡3鹿 56 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 528－ 41：24．62 29．3�
816 サマースノー 牝3芦 54

53 ☆富田 暁谷掛 龍夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム 394－ 41：25．02� 48．7�
48 グランエスペランサ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 450＋181：25．31	 225．6�
611 ゴッドシエル 
3栗 56

55 ☆斎藤 新広尾レース� 松永 幹夫 新ひだか 木村 秀則 426－141：25．4� 193．0�
510 ヤマニンドラセナ 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 長谷川浩大 新冠 錦岡牧場 510＋ 2 〃 ハナ 303．4�
47 マシマシナッチャン 牝3鹿 54 �島 良太三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 カナイシスタッド 370 ―1：26．14 271．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，223，600円 複勝： 56，256，800円 枠連： 15，208，100円
馬連： 56，237，700円 馬単： 30，686，000円 ワイド： 59，561，600円
3連複： 94，899，700円 3連単： 116，013，700円 計： 465，087，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 430円 � 320円 枠 連（1－2） 820円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 560円 �� 590円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 13，020円

票 数

単勝票数 計 362236 的中 � 152254（1番人気）
複勝票数 計 562568 的中 � 193193（1番人気）� 23710（7番人気）� 33755（5番人気）
枠連票数 計 152081 的中 （1－2） 14348（4番人気）
馬連票数 計 562377 的中 �� 35429（5番人気）
馬単票数 計 306860 的中 �� 13649（6番人気）
ワイド票数 計 595616 的中 �� 28080（4番人気）�� 26585（5番人気）�� 6092（23番人気）
3連複票数 計 948997 的中 ��� 15765（14番人気）
3連単票数 計1160137 的中 ��� 6459（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．9―46．9―58．8―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨシノイースター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．10．17 京都9着

2018．3．28生 牡3黒鹿 母 アースプレイ 母母 ミスイースター 9戦1勝 賞金 10，470，000円
〔その他〕 ゴッドシエル号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

マシマシナッチャン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランエスペランサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月20日まで平地

競走に出走できない。
ヤマニンドラセナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月20日まで平地競
走に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 マシマシナッチャン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年7月20日まで出走できない。
※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 ニシノレガシー号・プリンスゼンナン号

17016 6月20日 晴 重 （3阪神3） 第2日 第4競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

810 クリノアンビシャス 牡3青鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 476－ 41：53．1 6．0�
22 エイシンイルハーン 牡3鹿 56 福永 祐一平井 淑郎氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 482＋ 4 〃 アタマ 2．2�
44 ベクルックス 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 508 ―1：54．48 19．7�
78 ベ ン ト ラ 牡3黒鹿56 酒井 学本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか チャンピオンズファーム 492－101：54．93 209．8�
67 キラーマウンテン 牡3黒鹿56 田中 健山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 504＋181：55．01 93．2�
55 メイショウヤマツミ 牡3鹿 56 小牧 太松本 和子氏 庄野 靖志 新ひだか 水上 習孝 518－ 41：55．42� 13．9	
33 クリノエンジョイ 牡3黒鹿56 森 裕太朗栗本 守氏 藤沢 則雄 新ひだか 沖田 博志 532± 01：55．61 237．7

11 インビジブルサリー 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁中辻 明氏 大根田裕之 浦河 藤春 修二 486＋ 41：55．8� 320．6�
79 アメリカンポーロ 牡3鹿 56 中井 裕二 �CHEVAL AT-

TACHE 今野 貞一 日高 高澤 正幸 464＋ 41：56．01� 7．0
811 キュールエライジン 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大和岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 520－ 61：56．42� 3．2�
66 リアルディール 牡3青鹿56 幸 英明 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 新ひだか 三石川上牧場 492＋ 61：56．82� 19．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，085，500円 複勝： 46，437，900円 枠連： 11，434，400円
馬連： 50，308，000円 馬単： 30，336，000円 ワイド： 43，574，600円
3連複： 71，992，500円 3連単： 124，612，500円 計： 418，781，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 110円 � 370円 枠 連（2－8） 220円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，120円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 20，430円

票 数

単勝票数 計 400855 的中 � 53276（3番人気）
複勝票数 計 464379 的中 � 58926（3番人気）� 173478（1番人気）� 19441（7番人気）
枠連票数 計 114344 的中 （2－8） 38786（1番人気）
馬連票数 計 503080 的中 �� 63546（2番人気）
馬単票数 計 303360 的中 �� 12676（7番人気）
ワイド票数 計 435746 的中 �� 33939（4番人気）�� 4822（19番人気）�� 14070（9番人気）
3連複票数 計 719925 的中 ��� 16605（14番人気）
3連単票数 計1246125 的中 ��� 4420（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．4―50．0―1：02．4―1：14．9―1：27．2―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノアンビシャス �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．12．6 阪神9着

2018．3．8生 牡3青鹿 母 クリノスペシャル 母母 ペパーミントグラス 5戦1勝 賞金 6，640，000円



17017 6月20日 晴 稍重 （3阪神3） 第2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
1：32．3
1：32．3

良
良

77 ダノンスコーピオン 牡2鹿 54 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 456 ―1：38．7 1．3�
22 ルージュラテール 牝2栗 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 クビ 6．9�
33 コナブラック 牡2黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 498 ―1：39．23 4．7�
55 � ショウナンハクラク 牡2黒鹿54 岩田 康誠国本 哲秀氏 松下 武士 英 Tetsuhide

Kunimoto 474 ―1：40．58 9．9�
11 グ ラ ン デ 牡2栗 54 松山 弘平 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 青森 諏訪牧場 458 ―1：40．92 45．2	
44 コスモルージュ 牡2栗 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 456 ―1：41．21� 59．3

66 シゲルローズ 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442 ―1：41．62� 99．8�
（7頭）

売 得 金
単勝： 76，153，400円 複勝： 61，540，300円 枠連： 発売なし
馬連： 44，334，100円 馬単： 38，667，000円 ワイド： 32，907，900円
3連複： 60，282，700円 3連単： 200，132，600円 計： 514，018，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 140円 �� 140円 �� 240円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 780円

票 数

単勝票数 計 761534 的中 � 437044（1番人気）
複勝票数 計 615403 的中 � 418712（1番人気）� 60799（3番人気）
馬連票数 計 443341 的中 �� 101667（2番人気）
馬単票数 計 386670 的中 �� 71228（2番人気）
ワイド票数 計 329079 的中 �� 62484（3番人気）�� 67558（1番人気）�� 26436（4番人気）
3連複票数 計 602827 的中 ��� 179930（1番人気）
3連単票数 計2001326 的中 ��� 184590（2番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．2―13．2―13．0―11．6―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．9―38．1―51．3―1：04．3―1：15．9―1：27．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．4
3 1，2（4，3）7，5－6 4 ・（1，2）（4，3）（5，7）－6

勝馬の
紹 介

ダノンスコーピオン �

父 ロードカナロア �


母父 Sligo Bay 初出走

2019．2．22生 牡2鹿 母 レキシールー 母母 Oneexcessivenite 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17018 6月20日 晴 稍重 （3阪神3） 第2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
1：43．9
1：43．9

良
良

36 トウシンモンブラン 牝3鹿 54 松山 弘平�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 470＋ 21：47．4 3．8�
815 ヤマニンサンパ 牡3芦 56 横山 和生土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 466－ 21：47．5� 19．6�
611 テイクバイストーム 牡3黒鹿56 柴山 雄一前田 幸治氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：48．03 76．4�
23 メイショウマサカリ 牡3青鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 様似 中脇 一幸 454＋ 41：48．21� 146．7�
11 メイショウシンタケ 牡3鹿 56 岩田 望来松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 460－ 2 〃 ハナ 6．1�
816 ジョウショーペース 牡3芦 56 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 480＋ 41：48．73 49．9	
48 ウォーターアークス 牡3青鹿 56

55 ☆富田 暁山岡 正人氏 河内 洋 新ひだか 野坂牧場 476＋ 41：48．8クビ 4．7

817 スリーモーリス 牡3鹿 56 岩田 康誠永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 522－ 2 〃 � 75．1�
47 エリカステラ 牝3鹿 54 福永 祐一三木 正浩氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 408－ 81：49．22� 16．0�
12 ザレストノーウェア 牡3鹿 56 川田 将雅大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋101：49．51� 2．8
24 ファントムバローズ 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝猪熊 広次氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 430＋ 21：49．81� 32．9�
714 ミスターサファリ 牡3青鹿56 浜中 俊 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 490－ 41：50．65 44．2�
713 メイショウテンオン 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大和松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 540－ 41：50．81� 124．0�
612 テーオーターナー 牡3鹿 56 和田 竜二小笹 公也氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 500－ 21：51．33 32．6�
35 ア カ ヒ ゲ 牡3栗 56 柴田 未崎佐々木孝之氏 高橋 康之 浦河 桑田フアーム 438－ 81：52．57 390．7�
59 ニホンピロコール 牡3黒鹿56 難波 剛健小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 480＋ 81：53．24 271．9�
510 アイサイテーラー 牝3黒鹿54 �島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 456＋ 81：55．0大差 320．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 38，583，600円 複勝： 59，554，800円 枠連： 15，365，400円
馬連： 62，890，200円 馬単： 27，714，600円 ワイド： 57，316，000円
3連複： 109，293，000円 3連単： 115，325，300円 計： 486，042，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 480円 � 1，420円 枠 連（3－8） 2，960円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 4，800円 �� 14，140円

3 連 複 ��� 70，900円 3 連 単 ��� 284，390円

票 数

単勝票数 計 385836 的中 � 79847（2番人気）
複勝票数 計 595548 的中 � 121382（1番人気）� 28749（6番人気）� 8676（11番人気）
枠連票数 計 153654 的中 （3－8） 4018（9番人気）
馬連票数 計 628902 的中 �� 10408（14番人気）
馬単票数 計 277146 的中 �� 3021（20番人気）
ワイド票数 計 573160 的中 �� 9695（15番人気）�� 3054（37番人気）�� 1027（70番人気）
3連複票数 計1092930 的中 ��� 1156（129番人気）
3連単票数 計1153253 的中 ��� 294（564番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―11．9―12．1―12．5―11．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―34．8―46．7―58．8―1：11．3―1：23．0―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウシンモンブラン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．6．21 阪神3着

2018．2．28生 牝3鹿 母 トウシンハンター 母母 トレンドハンター 10戦1勝 賞金 17，040，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アカヒゲ号・ニホンピロコール号・アイサイテーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和3年7月20日まで平地競走に出走できない。



17019 6月20日 晴 稍重 （3阪神3） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （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
1：48．5
1：47．6

重
重

816 オンザフェーヴル 牡4栗 57 川田 将雅廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 490± 01：51．5 4．2�
611 サステナブル 牡3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 武田牧場 506－ 41：52．13� 4．1�
11 アウトオブサイト 牝3鹿 52 横山 和生ゴドルフィン 斉藤 崇史 新冠 対馬 正 494＋121：52．2� 4．9�
59 デイオブジョイ 牝4鹿 55 川須 栄彦中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 4 〃 アタマ 74．2�
36 ラ ジ ョ ー ネ 牡3黒鹿54 �島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 494＋ 21：52．3� 28．6�
12 テイエムマグマ 牡3鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 B494－ 4 〃 クビ 25．3	
510 ワイドレッジャドロ 牡4黒鹿57 和田 竜二幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 516＋ 41：52．61� 12．8

23 キオネヴェリテ 牝3芦 52 �島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 8 〃 クビ 7．0�
713 クールファイブ 牡3鹿 54 岩田 望来大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－ 21：52．7クビ 23．5�
612 バイオレットジンク 牝3青鹿52 松山 弘平フォーレスト 川村 禎彦 新ひだか 嶋田牧場 504－ 4 〃 クビ 33．4�
815 ナムラスワガー 牡3鹿 54 川島 信二奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 498－101：53．65 69．6�
48 � ヒメノジャッカル 牡4鹿 57 加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 448－ 2 〃 ハナ 194．8�
47 	 ローズエンペラー 牡3黒鹿54 浜中 俊�キーファーズ 池江 泰寿 米 Lee Pokoik 510＋101：53．81
 8．3�
714� ジェミニキング �5鹿 57 難波 剛健三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B472＋ 21：54．01� 200．3�
24 メイショウカムロ 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁松本 和子氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 468＋ 41：54．63� 133．5�
35 ニホンピロハーバー 牡3黒鹿54 田中 健小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 496＋ 61：54．91� 22．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，619，100円 複勝： 62，299，900円 枠連： 13，073，100円
馬連： 69，648，300円 馬単： 26，729，400円 ワイド： 64，288，900円
3連複： 123，642，000円 3連単： 113，659，900円 計： 513，960，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 190円 � 200円 枠 連（6－8） 750円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 430円 �� 650円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 11，870円

票 数

単勝票数 計 406191 的中 � 76047（2番人気）
複勝票数 計 622999 的中 � 101754（1番人気）� 85305（3番人気）� 77704（4番人気）
枠連票数 計 130731 的中 （6－8） 13415（1番人気）
馬連票数 計 696483 的中 �� 53795（1番人気）
馬単票数 計 267294 的中 �� 10223（1番人気）
ワイド票数 計 642889 的中 �� 39791（1番人気）�� 24775（4番人気）�� 22840（6番人気）
3連複票数 計1236420 的中 ��� 35341（2番人気）
3連単票数 計1136599 的中 ��� 6938（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．3―12．5―12．0―12．2―12．2―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―37．0―49．5―1：01．5―1：13．7―1：25．9―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
2，7（5，12）（9，11）4（6，16）8（10，14）13（3，15）1
2（7，16，1）（5，9）（12，11）（8，6）（10，14）13（4，3）－15

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

勝馬の
紹 介

オンザフェーヴル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．12．21 中山10着

2017．3．29生 牡4栗 母 トレノトマト 母母 フューチャトマト 14戦2勝 賞金 23，970，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アメリカンピース号
（非抽選馬） 3頭 イツカハシャチョウ号・クリノクラール号・ネフェルタリ号

17020 6月20日 晴 稍重 （3阪神3） 第2日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

66 シャーレイポピー 牝3鹿 52 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 428＋121：34．3 4．1�
11 サトノラムセス 牡3鹿 54 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 464＋ 41：34．72 3．9�
810 シューラヴァラ 牡3黒鹿 54

53 ☆富田 暁高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 450± 01：35．12� 83．2�
22 ヒルノエドワード 牡4黒鹿57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 B480＋ 2 〃 ハナ 32．4�
78 � ドンナセレーノ 牝3鹿 52 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd B406± 01：35．31	 24．7	
811 ヴ ア ー サ 牡3青 54 藤岡 康太本間 茂氏 
島 一歩 新ひだか 矢野牧場 444－ 41：35．4� 19．5

67 � ウインバラーディア 牡5鹿 57 国分 優作�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 458－171：35．61	 244．2�
33 � サマートゥリスト 牝3黒鹿52 岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Godolphin 480± 01：35．7クビ 2．0�
44 サトノスカイターフ 牡3鹿 54 幸 英明 �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 490± 01：36．12� 9．7
55 インテグラルシチー 牡3栗 54 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 中村 雅明 512－ 41：37．05 43．7�
79 ヒシタイザン 牡4栗 57

54 ▲角田 大和阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B516＋161：37．1� 166．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 46，644，500円 複勝： 65，693，700円 枠連： 10，472，500円
馬連： 66，002，600円 馬単： 35，160，000円 ワイド： 54，017，100円
3連複： 104，518，600円 3連単： 162，030，700円 計： 544，539，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 160円 � 1，150円 枠 連（1－6） 1，050円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 350円 �� 4，670円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 18，220円 3 連 単 ��� 63，460円

票 数

単勝票数 計 466445 的中 � 88933（3番人気）
複勝票数 計 656937 的中 � 107894（3番人気）� 124456（2番人気）� 10237（9番人気）
枠連票数 計 104725 的中 （1－6） 7671（4番人気）
馬連票数 計 660026 的中 �� 56156（4番人気）
馬単票数 計 351600 的中 �� 14064（6番人気）
ワイド票数 計 540171 的中 �� 45310（4番人気）�� 2741（29番人気）�� 4014（24番人気）
3連複票数 計1045186 的中 ��� 4301（40番人気）
3連単票数 計1620307 的中 ��� 1851（155番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―10．8―11．2―11．7―11．9―12．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．2―34．0―45．2―56．9―1：08．8―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャーレイポピー �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．11 京都2着

2018．3．25生 牝3鹿 母 オリエンタルポピー 母母 トールポピー 5戦2勝 賞金 20，700，000円



17021 6月20日 晴 稍重 （3阪神3） 第2日 第9競走 ��
��2，000�

た か と り

鷹 取 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

47 エブリワンブラック 牡4鹿 57 浜中 俊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B478＋ 42：03．8 9．8�
815 アジャストザルート 牡4鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 クビ 2．2�
11 � クリノホノオ 牡4鹿 57 藤岡 康太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 482± 02：04．33 4．6�
46 フーズサイド 牡5黒鹿57 菊沢 一樹西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 500－ 22：04．93	 94．9�
22 ラブスピール 牝4鹿 55 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 446＋ 42：05．11
 210．5	
35 レッドゼノン 牡7黒鹿57 斎藤 新 �東京ホースレーシング 茶木 太樹 浦河 杵臼牧場 466－102：05．52	 86．3

34 トウカイオルデン 牡6鹿 57 丸田 恭介内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 B476－ 62：05．92	 54．5�
23 � リバプールタウン 牡6鹿 57 中井 裕二薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 488＋12 〃 クビ 33．7�
58 ナムラゴロフキン 牡4鹿 57 和田 竜二奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 508＋14 〃 ハナ 29．7
59 ロードセッション 牡4鹿 57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 504± 02：06．21� 59．3�
610 グレートバローズ 牡4鹿 57 岩田 望来猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 470＋ 22：06．41	 6．8�
814 ユ ウ ゲ ン 牡4鹿 57 富田 暁林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 504± 02：07．03	 12．1�
611 コバルトブルー 牡5栗 57 福永 祐一青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム B470＋ 82：07．74 10．2�
713 サトノエメラルド 牡6鹿 57 �島 克駿 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 484± 02：08．01	 43．7�
712 ウェイヴァリー 牡4鹿 57 西村 淳也 �キャロットファーム 小林 真也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－162：08．42	 54．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，788，600円 複勝： 75，077，700円 枠連： 20，049，400円
馬連： 100，063，300円 馬単： 38，354，300円 ワイド： 75，582，400円
3連複： 158，833，500円 3連単： 165，236，400円 計： 682，985，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 200円 � 120円 � 150円 枠 連（4－8） 1，030円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 520円 �� 800円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 15，710円

票 数

単勝票数 計 497886 的中 � 40345（4番人気）
複勝票数 計 750777 的中 � 72282（4番人気）� 210048（1番人気）� 121618（2番人気）
枠連票数 計 200494 的中 （4－8） 15033（4番人気）
馬連票数 計1000633 的中 �� 55630（5番人気）
馬単票数 計 383543 的中 �� 8513（10番人気）
ワイド票数 計 755824 的中 �� 36084（5番人気）�� 22162（10番人気）�� 71612（1番人気）
3連複票数 計1588335 的中 ��� 62317（2番人気）
3連単票数 計1652364 的中 ��� 7622（33番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．4―13．3―12．4―12．2―12．5―12．7―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．4―48．7―1：01．1―1：13．3―1：25．8―1：38．5―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エブリワンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．10．27 東京3着

2017．4．5生 牡4鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 16戦3勝 賞金 46，927，000円

17022 6月20日 晴 良 （3阪神3） 第2日 第10競走 ��1，800�
た る み

垂水ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス，2．6．20以降3．6．13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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

36 ア カ イ イ ト 牝4青鹿54 横山 典弘岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 510＋ 61：46．6 3．9�
817� サ タ ー ン 牡5鹿 54 川田 将雅石川 達絵氏 辻野 泰之 浦河 三嶋牧場 490－ 6 〃 アタマ 4．7�
611 ラルナブリラーレ 牝4鹿 53 和田 竜二 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 478＋101：46．92 23．9�
47 � クリデュクール 牡7栗 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 508－ 41：47．1� 12．9�
48 パ ト リ ッ ク 牡5鹿 55 横山 和生 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 484± 01：47．2� 44．5	

12 フィオリキアリ 牝4鹿 53 国分 優作槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446＋ 6 〃 アタマ 18．0


59 ム ジ カ 牝4鹿 54 秋山真一郎ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 450＋ 4 〃 同着 4．7�
713 リトミカメンテ 牝5栗 53 西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 2 〃 ハナ 23．1�
24 イ ル マ タ ル 牝5鹿 52 酒井 学吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 474± 01：47．62 45．0
23 ティグラーシャ 牝5黒鹿53 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 452－ 61：47．7� 42．5�
612 ローズテソーロ 牝5青鹿52 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 幌村牧場 464± 01：47．8� 147．9�
11 スズカロング 牡7鹿 54 荻野 極永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 496＋ 2 〃 クビ 133．7�
35 シ ャ レ ー ド 牝4栗 53 岩田 望来寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B504－ 2 〃 アタマ 76．1�
818 ウォーターパルフェ 牡6鹿 53 幸 英明山岡 正人氏 石橋 守 浦河 笹地牧場 500＋101：48．11� 143．8�
816 グランスピード 牡4鹿 56 福永 祐一ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 518－ 61：48．31	 14．4�
714 レッドフラヴィア 牝4栗 53 浜中 俊 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：48．4クビ 5．7�
510 ペプチドフシチョウ 牝5鹿 51 田中 健沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 480＋ 61：48．5� 148．6�
715 イノセントミューズ 牝5鹿 51 角田 大和 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 486－ 81：48．82 230．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 69，967，000円 複勝： 107，657，400円 枠連： 28，834，800円
馬連： 158，950，800円 馬単： 54，074，400円 ワイド： 121，600，800円
3連複： 267，697，800円 3連単： 253，364，200円 計： 1，062，147，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 200円 � 550円 枠 連（3－8） 690円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，600円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 9，040円 3 連 単 ��� 36，010円

票 数

単勝票数 計 699670 的中 � 143346（1番人気）
複勝票数 計1076574 的中 � 198255（1番人気）� 147912（3番人気）� 38528（9番人気）
枠連票数 計 288348 的中 （3－8） 32064（1番人気）
馬連票数 計1589508 的中 �� 110181（2番人気）
馬単票数 計 540744 的中 �� 20136（3番人気）
ワイド票数 計1216008 的中 �� 61913（3番人気）�� 18932（18番人気）�� 17120（19番人気）
3連複票数 計2676978 的中 ��� 22192（27番人気）
3連単票数 計2533642 的中 ��� 5100（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．0―46．5―58．5―1：10．6―1：22．1―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 ・（1，2，14）－（3，4）（5，13）16（9，7，11）17（12，10，18）（15，6）8 4 ・（1，2）（3，4，14，13）（5，16）（9，11）（7，17）（12，10，18）6（15，8）

勝馬の
紹 介

ア カ イ イ ト �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．9．7 阪神4着

2017．4．17生 牝4青鹿 母 ウ ア ジ ェ ト 母母 リーチトゥピース 18戦4勝 賞金 84，283，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 クリデュクール号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※アカイイト号・イルマタル号・シャレード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目



17023 6月20日 曇 良 （3阪神3） 第2日 第11競走 ��
��2，000�第26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，2．6．20以降3．6．13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

11 シャムロックヒル 牝4芦 50 藤懸 貴志 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 490± 02：00．4 20．5�
713 ク ラ ヴ ェ ル 牝4青鹿51 横山 典弘 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 クビ 9．7�
35 シャドウディーヴァ 牝5黒鹿55 福永 祐一 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476－ 22：00．5クビ 10．1�
612 アンドラステ 牝5黒鹿55 岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 62：00．81� 6．9�
23 ホウオウエミーズ 牝4鹿 50 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 アタマ 36．1	
12 ア ブ レ イ ズ 牝4青鹿56 浜中 俊前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋102：01．12 13．7

59 イズジョーノキセキ 牝4鹿 52 西村 淳也泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 456－ 22：01．2クビ 5．7�
48 ソフトフルート 牝4黒鹿54 横山 和生ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋10 〃 クビ 5．3�
510 キングスタイル 牝4黒鹿50 高倉 稜廣崎利洋HD� 田中 克典 新ひだか 藤原牧場 412＋ 22：01．41� 58．1
47 レッドベルディエス 牝5鹿 53 幸 英明 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472－ 42：01．5クビ 20．9�
714 サンクテュエール 牝4鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 9．5�
24 カセドラルベル 牝5鹿 54 和田 竜二吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B552－ 4 〃 ハナ 11．1�
816 アッシェンプッテル 牝5鹿 54 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 522＋ 62：01．6	 98．9�
36 フィリアプーラ 牝5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 460－ 22：01．7	 53．8�
815 ミスニューヨーク 牝4青鹿53 加藤 祥太�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 464＋ 82：01．91� 11．2�
611 パッシングスルー 牝5鹿 54 荻野 極 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 480－10 〃 アタマ 60．2�
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売 得 金
単勝： 203，418，000円 複勝： 270，031，300円 枠連： 111，182，000円
馬連： 714，640，900円 馬単： 220，610，500円 ワイド： 506，398，100円
3連複： 1，603，956，200円 3連単： 1，600，234，200円 計： 5，230，471，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 650円 � 340円 � 350円 枠 連（1－7） 1，960円

馬 連 �� 11，970円 馬 単 �� 21，960円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 4，120円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 51，190円 3 連 単 ��� 330，150円

票 数

単勝票数 計2034180 的中 � 79110（10番人気）
複勝票数 計2700313 的中 � 100224（11番人気）� 216362（4番人気）� 211252（5番人気）
枠連票数 計1111820 的中 （1－7） 43936（8番人気）
馬連票数 計7146409 的中 �� 46262（46番人気）
馬単票数 計2206105 的中 �� 7534（92番人気）
ワイド票数 計5063981 的中 �� 42578（45番人気）�� 31404（53番人気）�� 67255（27番人気）
3連複票数 計16039562 的中 ��� 23500（175番人気）
3連単票数 計16002342 的中 ��� 3514（1107番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．4―12．4―12．3―12．3―12．0―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．1―48．5―1：00．8―1：13．1―1：25．1―1：36．8―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャムロックヒル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Tapit デビュー 2019．7．13 中京8着

2017．4．23生 牝4芦 母 ラ ラ ア 母母 Rose of Summer 15戦4勝 賞金 62，571，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アカイイト号・イルマタル号・シャレード号・ロータスランド号

17024 6月20日 曇 稍重 （3阪神3） 第2日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時15分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

612 ディモールト 牡4黒鹿57 酒井 学市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 510± 01：23．9 31．6�

714 シュガーサンダー 牡5鹿 57 福永 祐一ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 510＋121：24．0� 3．4�
59 テーオーポシブル �5鹿 57 藤岡 康太小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B468± 01：24．1� 12．2�
36 ディオスクーロイ 牡3栗 54 川須 栄彦野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 杵臼牧場 474± 01：24．2クビ 8．0�
24 メイショウオーギシ 牡4栗 57

54 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 490－ 41：24．41	 5．9�
23 メ ラ ナ イ ト �6青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 458－ 4 〃 クビ 4．5	
35 アストロノーティカ 牡7鹿 57

56 ☆斎藤 新ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518＋161：24．5� 49．0


11 キタサンチャンドラ 牡5鹿 57 加藤 祥太�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B468－ 61：24．6� 78．5�
816 ビートマジック �5黒鹿57 西村 淳也岡田 牧雄氏 小林 真也 新ひだか 大典牧場 468± 01：25．02� 42．2
713 カネコメアサヒ 牡5栗 57 森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B442± 01：25．21� 36．0�
815 ダイメイギンガ 牝6栗 55 幸 英明宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 484－ 21：25．3アタマ 118．5�
12 コマノバルーガ 牡5鹿 57 松山 弘平長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 472－ 41：25．72� 10．5�
47 テイエムイダテン 牡4鹿 57 
島 克駿竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 472－ 81：26．97 49．8�
611 ファイアーボーラー �5黒鹿57 浜中 俊 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 456－ 41：27．22 15．9�
510� ヒルノアマランテ 牡5鹿 57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 畠山牧場 B520＋101：30．4大差 16．3�
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48 ウンダモシタン 牝4黒鹿55 岩田 康誠小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 460± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 87，412，200円 複勝： 106，365，600円 枠連： 39，505，200円
馬連： 173，783，700円 馬単： 65，024，200円 ワイド： 141，957，400円
3連複： 286，513，300円 3連単： 327，942，700円 計： 1，228，504，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，160円 複 勝 � 700円 � 170円 � 360円 枠 連（6－7） 1，930円

馬 連 �� 6，690円 馬 単 �� 15，620円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 5，260円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 25，510円 3 連 単 ��� 173，670円

票 数

単勝票数 差引計 874122（返還計 3941） 的中 � 22122（9番人気）
複勝票数 差引計1063656（返還計 7470） 的中 � 31773（10番人気）� 219669（1番人気）� 70264（5番人気）
枠連票数 差引計 395052（返還計 259） 的中 （6－7） 15800（9番人気）
馬連票数 差引計1737837（返還計 19174） 的中 �� 20131（22番人気）
馬単票数 差引計 650242（返還計 7972） 的中 �� 3121（55番人気）
ワイド票数 差引計1419574（返還計 22939） 的中 �� 15076（25番人気）�� 6784（55番人気）�� 34357（9番人気）
3連複票数 差引計2865133（返還計 63649） 的中 ��� 8423（90番人気）
3連単票数 差引計3279427（返還計 69886） 的中 ��� 1369（574番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．1―11．5―11．9―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―33．9―45．4―57．3―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．5
3 13－（7，14）（6，16）（2，11，12）3（4，10）（1，9，15）－5 4 13－14（7，6，16）12（2，3）（9，4）（1，11，10）15，5

勝馬の
紹 介

ディモールト �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．10．5 京都1着

2017．4．2生 牡4黒鹿 母 オールザットジャズ 母母 ダイヤモンドピサ 9戦3勝 賞金 29，831，000円
〔競走除外〕 ウンダモシタン号は，馬場入場後に疾病〔急性心不全〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒルノアマランテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3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） 2頭 オンリーワンスター号・ダディーズメジャー号
（非抽選馬） 4頭 エターナリー号・シンゼンマックス号・スカーレットスカイ号・リュウシンベガス号

４レース目



（3阪神3）第2日 6月20日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

242，740，000円
3，020，000円
22，930，000円
1，920，000円
28，290，000円
75，297，000円
5，112，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
753，747，500円
1，018，844，700円
287，150，700円
1，618，734，700円
618，958，100円
1，272，902，200円
3，088，177，000円
3，380，609，100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 12，039，124，000円

総入場人員 4，368名 （有料入場人員 4，202名）


