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18013 7月5日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （2阪神4） 第2日 第1競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

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
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

55 ガッツィーソート 牡5栗 60 中村 将之小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 512－ 23：25．9 4．6�
11 デ ィ ー ド 牡4鹿 60 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B508－ 43：26．21� 6．4�
44 � ブルベアブロンゾ 牡4栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 日高 三輪 幸子 568－ 2 〃 クビ 4．2�
89 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 486－163：26．3� 6．7�
66 ヤサカリベルテ 牡4栗 60 上野 翔志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 452－ 43：28．0大差 68．0�
33 テイエムギフテッド 牡5黒鹿60 北沢 伸也竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 466＋ 43：30．4大差 10．5�
77 グリニッチヴィレジ 牝7黒鹿58 五十嵐雄祐 	コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 63：30．71� 24．5

78 � メイショウナンプウ 牡6青鹿60 熊沢 重文松本 和子氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 508＋ 43：31．44 11．5�
22 � シンアンドケン 牡5鹿 60 森 一馬 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 63：31．61� 4．3
810 トゥプエデス 牡4黒鹿60 小坂 忠士佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 456＋12 （競走中止） 34．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，170，600円 複勝： 24，162，400円 枠連： 6，608，800円
馬連： 36，452，400円 馬単： 17，637，100円 ワイド： 27，361，800円
3連複： 64，297，900円 3連単： 75，529，300円 計： 270，220，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 170円 � 150円 枠 連（1－5） 1，670円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 430円 �� 360円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 8，840円

票 数

単勝票数 計 181706 的中 � 31520（3番人気）
複勝票数 計 241624 的中 � 39176（2番人気）� 34529（4番人気）� 43706（1番人気）
枠連票数 計 66088 的中 （1－5） 3055（10番人気）
馬連票数 計 364524 的中 �� 19449（6番人気）
馬単票数 計 176371 的中 �� 5128（8番人気）
ワイド票数 計 273618 的中 �� 15489（4番人気）�� 19351（2番人気）�� 21765（1番人気）
3連複票数 計 642979 的中 ��� 29865（2番人気）
3連単票数 計 755293 的中 ��� 6188（10番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 53．2－3F 40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→→�→�」
�
�
1，4（7，8）5，9＝6（3，2）
4，8－（1，9）－5＝7＝6－3，2

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

勝馬の
紹 介

ガッツィーソート �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Dixie Union デビュー 2017．9．18 阪神5着

2015．3．17生 牡5栗 母 レッドディクシー 母母 Like an Explosion 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 トゥプエデス号は，1周目7号障害〔いけ垣〕手前で急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 トゥプエデス号は，障害調教再審査〔平地調教を含む〕。

18014 7月5日 晴 稍重 （2阪神4） 第2日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時35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
1：31．9
1：30．3

良
良

11 カ ケ ル 牡3鹿 56 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 482－ 41：35．9 4．2�

817 アドマイヤパンドラ 牝3芦 54 浜中 俊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：36．0� 43．6�
816 ワールドスケール 牡3鹿 56 小崎 綾也�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 466－ 81：36．21� 5．5�
815 ガレットデロワ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 402－ 4 〃 クビ 43．9�
510 レッドエーデル 牝3黒鹿54 酒井 学 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448± 01：37．15 39．9	
48 レヴィオーサ 牡3黒鹿56 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B450± 01：37．31� 13．4

714 サ ン テ ル ノ 牡3栗 56 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 B514＋12 〃 クビ 38．5�
47 パ ズ ル 牡3鹿 56 藤井勘一郎石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 490－ 41：37．51 20．1�
713 ハーランズハーツ 牡3黒鹿56 松若 風馬林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 432－ 21：37．81� 25．5
611 モルトルバート �3鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 松永 幹夫 洞	湖 レイクヴィラファーム 432－ 4 〃 ハナ 15．6�
612 ホワイトロッジ 牝3鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420－ 81：38．22� 2．0�
24 ワンダーセートティ 牡3鹿 56 城戸 義政山本 能成氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 462－ 61：38．51� 439．8�
23 トーホウビビアン 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 474＋201：39．35 258．3�
35 ハ ヤ ト 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希中西 宏彰氏 杉山 晴紀 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 494－ 21：39．4クビ 380．7�

12 スタークラスター 牡3栗 56
53 ▲泉谷 楓真ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－ 81：39．71� 304．5�
59 ジ ュ ア ン 牡3鹿 56 
島 克駿 �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 B480－ 41：39．8� 290．0�
36 ミ ナ ト 牡3鹿 56 松山 弘平村田 能光氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B488＋ 61：40．97 56．7�
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売 得 金
単勝： 43，214，400円 複勝： 62，160，400円 枠連： 14，270，400円
馬連： 70，311，700円 馬単： 29，167，400円 ワイド： 63，546，600円
3連複： 115，208，900円 3連単： 116，409，700円 計： 514，289，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 720円 � 200円 枠 連（1－8） 1，110円

馬 連 �� 8，340円 馬 単 �� 10，720円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 480円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 11，500円 3 連 単 ��� 76，230円

票 数

単勝票数 計 432144 的中 � 81007（2番人気）
複勝票数 計 621604 的中 � 126759（2番人気）� 16245（10番人気）� 83195（3番人気）
枠連票数 計 142704 的中 （1－8） 9936（4番人気）
馬連票数 計 703117 的中 �� 6527（22番人気）
馬単票数 計 291674 的中 �� 2039（33番人気）
ワイド票数 計 635466 的中 �� 6574（25番人気）�� 36964（3番人気）�� 6206（28番人気）
3連複票数 計1152089 的中 ��� 7513（35番人気）
3連単票数 計1164097 的中 ��� 1107（206番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．8―11．9―12．2―12．1―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．3―35．1―47．0―59．2―1：11．3―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ケ ル �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2019．12．1 中京3着

2017．4．24生 牡3鹿 母 ケンアマツカゼ 母母 セイントエンジェル 7戦1勝 賞金 12，270，000円
〔騎手変更〕 ハーランズハーツ号の騎手岩田望来は，病気のため松若風馬に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミナト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月5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〕 ジュアン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月5日まで平地競走に出走できない。

第４回 阪神競馬 第２日



18015 7月5日 晴 重 （2阪神4） 第2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

45 スマートアリエル 牝3黒鹿 54
51 ▲泉谷 楓真大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 458＋ 81：51．1 5．1�

22 プ ル セ イ ラ 牝3黒鹿54 浜中 俊前田 幸治氏 上村 洋行 新ひだか グランド牧場 B482＋ 21：52．27 1．9�
33 メイショウコバコ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 486－ 81：53．15 229．8�
813 テ ゴ ナ 牝3鹿 54 幸 英明 �Gリビエール・

レーシング 西浦 勝一 浦河 富田牧場 506＋ 21：53．2� 6．6�
68 ウィクトール 牝3栗 54 田中 健阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 谷川牧場 518－ 41：53．62� 142．1�
812 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 436＋ 21：53．7クビ 12．7

57 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 440－ 21：54．02 129．7�
710 ステラアルバ 牝3芦 54 松山 弘平 	サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B450－ 2 〃 クビ 9．4�
11 アンティークブーケ 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 平山牧場 396± 01：54．21� 42．2
69 ナイトスターリリー 牝3栃栗54 酒井 学上茶谷 一氏 飯田 雄三 浦河 ヒダカフアーム 448＋ 41：54．41 46．7�
56 メイショウレイゲツ 牝3青鹿54 �島 良太松本 好雄氏 安達 昭夫 様似 中脇 一幸 474± 01：54．82� 51．6�
44 エキストラライト 牝3栗 54 松若 風馬岡田 牧雄氏 高柳 大輔 新ひだか 八田ファーム B438＋ 21：55．75 8．1�
711 ルミエールイリゼ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 512＋101：56．12� 210．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，297，400円 複勝： 49，255，300円 枠連： 11，334，100円
馬連： 55，203，500円 馬単： 31，626，200円 ワイド： 48，787，200円
3連複： 82，902，100円 3連単： 117，321，400円 計： 434，727，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 120円 � 2，160円 枠 連（2－4） 260円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 360円 �� 8，640円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 15，630円 3 連 単 ��� 79，940円

票 数

単勝票数 計 382974 的中 � 59881（2番人気）
複勝票数 計 492553 的中 � 59704（3番人気）� 162787（1番人気）� 3403（12番人気）
枠連票数 計 113341 的中 （2－4） 32866（1番人気）
馬連票数 計 552035 的中 �� 71057（1番人気）
馬単票数 計 316262 的中 �� 16454（5番人気）
ワイド票数 計 487872 的中 �� 40298（4番人気）�� 1336（50番人気）�� 2927（33番人気）
3連複票数 計 829021 的中 ��� 3976（39番人気）
3連単票数 計1173214 的中 ��� 1064（207番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．9―12．1―12．1―12．4―12．6―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．4―48．5―1：00．6―1：13．0―1：25．6―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートアリエル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．1．5 京都7着

2017．4．12生 牝3黒鹿 母 スカイノダン 母母 シ ビ ル 7戦1勝 賞金 6，400，000円
〔騎手変更〕 テゴナ号の騎手岩田望来は，病気のため幸英明に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ナイトスターリリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月5日まで平地競走に出走でき

ない。

18016 7月5日 晴 重 （2阪神4） 第2日 第4競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

58 ロードクラージュ �3鹿 56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 466± 01：11．8 5．0�
45 ヤングブラッド 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 456－ 41：11．9� 3．5�
610 ベ ラ ー ル 牡3黒鹿56 浜中 俊安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 480－ 61：12．0	 4．9�
33 マ タ ギ 牡3黒鹿56 和田 竜二ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 452± 01：12．1クビ 4．1�
813 トーアヴィルヌーヴ 牝3鹿 54 川須 栄彦高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 450± 01：12．31
 193．4�
712 ヒメノジャッカル 牡3鹿 56 福永 祐一橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 458± 01：12．61� 9．3	
57 ワキノフオルテ 牡3鹿 56 高倉 稜脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 470± 0 〃 アタマ 232．0

46 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 426－ 21：12．7	 167．9�
22 タマモゼーゼマン 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 B466＋ 81：12．8クビ 18．1�
34 ビービーファブル 牡3黒鹿56 小崎 綾也坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 奥山 博 B458－ 4 〃 ハナ 43．3
11 � ジャスパーシャイン 牡3栗 56 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 加 Highfield Invest-

ment Group Inc 494＋141：13．65 69．3�
711� カ メ キ チ 牝3芦 54 国分 優作加藤 誠氏 中竹 和也 米 Pomerol P

& Y Ltd 458＋ 41：13．7� 179．1�
69 モズドラゴンフライ 牡3鹿 56 川又 賢治 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 484＋ 61：14．12� 262．5�
814 タマモフェーム 牡3芦 56 幸 英明タマモ� 南井 克巳 新ひだか U・M・A 480＋221：15．710 9．8�
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売 得 金
単勝： 42，758，800円 複勝： 64，671，300円 枠連： 9，313，500円
馬連： 67，108，600円 馬単： 31，171，000円 ワイド： 57，249，600円
3連複： 101，004，400円 3連単： 114，500，000円 計： 487，777，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 150円 � 170円 枠 連（4－5） 990円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 350円 �� 430円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 8，520円

票 数

単勝票数 計 427588 的中 � 68043（4番人気）
複勝票数 計 646713 的中 � 99025（3番人気）� 122530（2番人気）� 94044（4番人気）
枠連票数 計 93135 的中 （4－5） 7251（4番人気）
馬連票数 計 671086 的中 �� 56803（3番人気）
馬単票数 計 311710 的中 �� 12762（4番人気）
ワイド票数 計 572496 的中 �� 43143（3番人気）�� 33551（5番人気）�� 31960（6番人気）
3連複票数 計1010044 的中 ��� 42943（4番人気）
3連単票数 計1145000 的中 ��� 9740（20番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．1―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．9―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードクラージュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．6．8 阪神6着

2017．2．25生 �3鹿 母 レディルージュ 母母 サッカーマム 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔騎手変更〕 ヒメノジャッカル号の騎手岩田望来は，病気のため福永祐一に変更。
〔制裁〕 ベラール号の騎手浜中俊は，最後の直線コース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

30，000円。（被害馬：2番）



18017 7月5日 晴 稍重 （2阪神4） 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
1：32．7
1：32．3

良
良

11 ステラヴェローチェ 牡2黒鹿54 川田 将雅大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488 ―1：36．4 3．2�
34 グルーヴビート 牡2鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 クビ 3．0�
712 イ リ マ 牝2鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442 ―1：37．14 6．2�
45 ウインブランカ 牝2芦 54 川須 栄彦�ウイン 梅田 智之 日高 槇本牧場 432 ―1：37．2クビ 52．4�
33 ウインリブルマン 牡2栗 54 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 450 ―1：37．41� 53．2	
58 シゲルソウサイ 牡2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 上村 洋行 日高 オリオンファーム 480 ―1：37．93 23．0

69 クリノキコウシ 牡2黒鹿54 �島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 飛野牧場 434 ―1：38．0	 221．8�
57 サンデージャック 牡2青鹿54 松山 弘平杉野 公彦氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 468 ―1：38．1クビ 4．9�
610 コンヴェクトル 牡2鹿 54 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458 ―1：38．2� 15．1
711 サンバデジャネイロ 牝2黒鹿54 横山 典弘幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 446 ―1：38．41
 43．8�
22 トーホウロッキー 牡2栗 54 藤井勘一郎東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 486 ―1：38．5	 215．5�
813 エイシンギアアップ 牡2黒鹿54 川又 賢治�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 494 ―1：38．81� 64．7�
814 メジャーステージ 牡2栗 54 酒井 学杉山 忠国氏 西園 正都 新ひだか 明治牧場 508 ―1：39．54 233．1�
46 セイウンジャック 牡2黒鹿54 幸 英明西山 茂行氏 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 442 ―1：41．5大差 134．8�
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売 得 金
単勝： 65，315，900円 複勝： 65，360，000円 枠連： 10，885，600円
馬連： 68，423，000円 馬単： 32，632，500円 ワイド： 55，046，400円
3連複： 92，635，900円 3連単： 115，566，900円 計： 505，866，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 120円 � 150円 枠 連（1－3） 500円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 230円 �� 330円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，050円

票 数

単勝票数 計 653159 的中 � 166049（2番人気）
複勝票数 計 653600 的中 � 145816（1番人気）� 144325（2番人気）� 99773（3番人気）
枠連票数 計 108856 的中 （1－3） 16840（1番人気）
馬連票数 計 684230 的中 �� 108606（1番人気）
馬単票数 計 326325 的中 �� 24025（2番人気）
ワイド票数 計 550464 的中 �� 68123（1番人気）�� 39985（3番人気）�� 36669（4番人気）
3連複票数 計 926359 的中 ��� 63542（2番人気）
3連単票数 計1155669 的中 ��� 20651（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．1―35．7―48．0―1：00．7―1：12．7―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．7
3 ・（1，8，13）（4，5）（3，10）7，6，14－（2，12，9）11 4 ・（1，8）13（4，5）（3，10）（7，14）（12，9）11（2，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ステラヴェローチェ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2018．2．19生 牡2黒鹿 母 オーマイベイビー 母母 オールザウェイベイビー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 サンバデジャネイロ号の騎手岩田望来は，病気のため横山典弘に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンジャック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月5日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 テーオーダヴィンチ号（疾病〔左後肢跛行〕のため）

18018 7月5日 晴 稍重 （2阪神4） 第2日 第6競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走12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
1：06．7
1：06．5

良
良

22 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 480＋ 81：10．3 3．0�
813 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 436－ 2 〃 クビ 4．3�
712 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 470＋ 2 〃 アタマ 6．9�
57 テ ラ ン ガ 牡3青鹿56 北村 友一寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 446－ 21：10．61� 9．6�
45 メイショウバイラン 牝3青鹿54 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 422＋181：10．7� 151．7�
711 ゼットグローリ 牝3青 54

53 ☆富田 暁	フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 446－ 41：10．8クビ 44．7

58 ビクトリーシューズ 牡3芦 56 和田 竜二呉本 昌時氏 今野 貞一 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 2 〃 クビ 14．3�
11 フ レ ー ヴ ォ 牝3栗 54 浜中 俊 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 430＋141：11．54 3．5�
46 アモーレバローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希猪熊 広次氏 石坂 正 新ひだか 服部 牧場 498＋141：11．71� 283．5
610	 ユ キ マ ツ リ 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真ゴドルフィン 西園 正都 愛 Newlands
House Stud 468＋ 41：11．91 22．4�

69 ダイメイムーン 牝3鹿 54 松若 風馬宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 514－ 41：12．43 74．5�
814 アイファーベイジュ 牝3鹿 54 藤井勘一郎中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 430－ 21：12．71� 390．9�
34 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 476－ 21：13．02 145．7�
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33 ニホンピロカフェ 牝3栗 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 430＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 40，018，800円 複勝： 58，954，500円 枠連： 11，219，000円
馬連： 65，170，800円 馬単： 30，407，800円 ワイド： 52，050，400円
3連複： 94，564，100円 3連単： 110，602，100円 計： 462，987，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 150円 � 160円 枠 連（2－8） 640円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 230円 �� 330円 �� 400円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 3，890円

票 数

単勝票数 差引計 400188（返還計 4510） 的中 � 104444（1番人気）
複勝票数 差引計 589545（返還計 10519） 的中 � 133826（1番人気）� 99081（3番人気）� 84672（4番人気）
枠連票数 差引計 112190（返還計 74） 的中 （2－8） 13489（2番人気）
馬連票数 差引計 651708（返還計 19317） 的中 �� 85976（2番人気）
馬単票数 差引計 304078（返還計 8484） 的中 �� 22005（3番人気）
ワイド票数 差引計 520504（返還計 18670） 的中 �� 64803（1番人気）�� 38156（3番人気）�� 30366（5番人気）
3連複票数 差引計 945641（返還計 62621） 的中 ��� 74729（2番人気）
3連単票数 差引計1106021（返還計 69347） 的中 ��� 20595（6番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．7―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピエーナテーラー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2019．8．31 小倉3着

2017．1．31生 牝3栗 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス 6戦1勝 賞金 9，410，000円
〔競走除外〕 ニホンピロカフェ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。



18019 7月5日 晴 重 （2阪神4） 第2日 第7競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

36 タイガーインディ 牡3黒鹿54 �島 克駿伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 448＋ 21：23．5 31．7�
815 セカンドエフォート 牡7青鹿57 川又 賢治 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：23．92	 20．3�
714 メイショウオーギシ 牡3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 482± 0 〃 アタマ 4．0�
713 ダイシンイナリ 牡3鹿 54 国分 優作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510± 01：24．21
 5．1�
816 ダイメイコスモス 牡4栗 57 幸 英明宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 500± 0 〃 クビ 39．3�
48 イ バ ル 牡3青鹿54 小崎 綾也ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 490± 01：24．41� 6．6	
35 � ムーンオブバローダ 牡4栗 57 横山 典弘 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 494－ 21：24．5	 13．9

23 エールショー 牡5芦 57 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－101：24．6クビ 5．6�
612 イサチルサターン 牡3栗 54 和田 竜二小坂 功氏 坂口 智康 新ひだか 谷岡スタット 502＋121：25．13 7．7
12 タガノゴマチャン 牡4芦 57 松若 風馬八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 488＋ 21：25．2クビ 102．1�
510� エ ナ ホ ー プ 牝6黒鹿55 高倉 稜宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 500＋ 21：25．41� 211．9�
47 � イチザティアラ 牝5黒鹿55 藤井勘一郎奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 466＋141：25．5	 415．4�
24 スリーヘリオス 5黒鹿57 中井 裕二永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B484± 01：25．6クビ 32．0�
611� ファイナライズ 牝4鹿 55 浜中 俊 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 480－ 41：25．7	 21．5�
11 エースレイジング 牡3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 442－ 21：27．08 12．7�
59 � エイユーイーグル 牝3黒鹿52 川須 栄彦笹部 和子氏 中尾 秀正 新冠 上井農場 440－101：27．85 388．2�
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売 得 金
単勝： 49，647，000円 複勝： 85，195，300円 枠連： 19，335，600円
馬連： 91，463，300円 馬単： 36，069，700円 ワイド： 83，266，000円
3連複： 156，164，800円 3連単： 144，876，700円 計： 666，018，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 820円 � 420円 � 180円 枠 連（3－8） 5，310円

馬 連 �� 23，920円 馬 単 �� 47，210円

ワ イ ド �� 5，540円 �� 1，880円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 27，110円 3 連 単 ��� 265，910円

票 数

単勝票数 計 496470 的中 � 12520（10番人気）
複勝票数 計 851953 的中 � 22254（11番人気）� 47966（8番人気）� 159871（1番人気）
枠連票数 計 193356 的中 （3－8） 2819（20番人気）
馬連票数 計 914633 的中 �� 2963（62番人気）
馬単票数 計 360697 的中 �� 573（119番人気）
ワイド票数 計 832660 的中 �� 3787（57番人気）�� 11436（24番人気）�� 16560（15番人気）
3連複票数 計1561648 的中 ��� 4320（95番人気）
3連単票数 計1448767 的中 ��� 395（809番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―12．0―12．5―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．9―45．9―58．4―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイガーインディ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2020．2．1 京都4着

2017．3．15生 牡3黒鹿 母 モンターニュドール 母母 ネ ガ ノ 5戦2勝 賞金 15，600，000円
〔騎手変更〕 エースレイジング号の騎手岩田望来は，病気のため泉谷楓真に変更。
〔制裁〕 ムーンオブバローダ号の騎手横山典弘は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイユーイーグル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月5日まで平地競

走に出走できない。

18020 7月5日 晴 稍重 （2阪神4） 第2日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・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
1：19．3
1：19．0

良
良

48 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 454－ 41：22．6 15．2�

817 マテンロウディーバ 牝3黒鹿52 川田 将雅寺田千代乃氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 404－ 21：22．7� 4．1�
715 ヴィルトゥース 牝5鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 408＋161：22．8� 37．2�
12 トウケイミラ 牝3鹿 52 �島 良太木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 434－ 41：22．9� 16．4�
816 クロワドフェール 牝3鹿 52 浜中 俊 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448＋ 6 〃 クビ 5．8	
36 ラルゲッツァ 牝3栗 52 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋101：23．0クビ 25．2

47 オーシャンスケイプ 牝4黒鹿55 幸 英明 �シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 420± 01：23．42� 176．2�
510 トゥールドマジ 牝3栗 52 国分 優作 �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 454－ 41：23．5クビ 16．8�
611	 ミナトノヨーコ 牝3栗 52 小崎 綾也�MMC 小崎 憲 浦河 大道牧場 414＋12 〃 ハナ 342．9
24 オメガハートクィン 牝4黒鹿 55

54 ☆斎藤 新原 
子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440＋ 21：23．6� 81．4�
11 カイルアコナ 牝3鹿 52 松若 風馬 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 428－12 〃 クビ 7．6�
818 ア モ レ ッ タ 牝4鹿 55 松田 大作ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 21：23．7� 60．9�
35 レディフォリア 牝3黒鹿 52

51 ☆富田 暁吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440＋ 81：23．8� 301．1�
59 	 エアハンコック 牝5鹿 55 荻野 極 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 464＋ 21：23．9� 76．4�
713 ギンコイエレジー 牝5黒鹿55 和田 竜二 �フジワラ・ファーム 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466－101：24．11� 55．9�
612 ヴィルトゥオシタ 牝3鹿 52 �島 克駿�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B428＋14 〃 アタマ 21．3�
23 ベ ル ヴ ォ ワ 牝4鹿 55 川又 賢治�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 21：24．31� 37．2�
714 ミスビアンカ 牝3鹿 52 松山 弘平 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：24．72� 3．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，432，100円 複勝： 83，544，000円 枠連： 20，852，200円
馬連： 92，292，300円 馬単： 35，428，400円 ワイド： 81，148，500円
3連複： 142，128，500円 3連単： 140，660，800円 計： 648，486，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 380円 � 210円 � 870円 枠 連（4－8） 1，920円

馬 連 �� 4，500円 馬 単 �� 11，320円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 5，090円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 37，670円 3 連 単 ��� 260，810円

票 数

単勝票数 計 524321 的中 � 27498（5番人気）
複勝票数 計 835440 的中 � 55102（5番人気）� 125064（2番人気）� 21333（10番人気）
枠連票数 計 208522 的中 （4－8） 8379（6番人気）
馬連票数 計 922923 的中 �� 15877（13番人気）
馬単票数 計 354284 的中 �� 2346（36番人気）
ワイド票数 計 811485 的中 �� 13947（13番人気）�� 4051（55番人気）�� 6360（35番人気）
3連複票数 計1421285 的中 ��� 2829（117番人気）
3連単票数 計1406608 的中 ��� 391（764番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―12．1―11．9―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．1―46．2―58．1―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンジュミニョン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．1．5 京都4着

2016．5．14生 牝4鹿 母 チェリーエンジェル 母母 デーエスソロン 12戦2勝 賞金 19，610，000円
〔騎手変更〕 ヴィルトゥオシタ号の騎手岩田望来は，病気のため�島克駿に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エクスチェンジ号
（非抽選馬） 1頭 ミズリーナ号



18021 7月5日 晴 稍重 （2阪神4） 第2日 第9競走 ��
��2，400�

ひ ょ う ご

兵 庫 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

22 ロールオブサンダー 牡3栗 54 福永 祐一桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 496－102：26．0 3．5�
710 ヒートオンビート 牡3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 460± 02：27．59 2．1�
56 メロディーレーン 牝4鹿 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 344＋ 42：28．13� 3．8�
812 シ ョ パ ン 牡7黒鹿57 松若 風馬窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：28．2クビ 119．1�
67 プランドラー 牡4鹿 57 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486－ 22：28．62� 24．7	
811 テーオーフォルテ 牡6鹿 57 幸 英明小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 512± 02：28．7クビ 29．1

55 ジョウショームード 牡4黒鹿57 川須 栄彦熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 432－ 22：28．8� 138．6�
11 ヴ ァ イ ザ ー 牡5黒鹿57 	島 克駿 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 クビ 26．3�
33 メイショウカミシマ 牡6黒鹿57 和田 竜二松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 B462＋ 42：29．01
 16．6
44 コロンバスデイ 牝5鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 478＋ 62：30．06 57．2�
79 ピッツィカート �7鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 22：30．53 140．5�
68 � ダノンクライム 牡6芦 57 横山 典弘�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 526＋ 22：31．03 33．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 75，209，000円 複勝： 85，790，300円 枠連： 15，677，700円
馬連： 119，165，300円 馬単： 54，107，300円 ワイド： 88，956，200円
3連複： 179，984，900円 3連単： 260，142，400円 計： 879，033，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（2－7） 380円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 190円 �� 310円 �� 240円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 752090 的中 � 170214（2番人気）
複勝票数 計 857903 的中 � 136289（3番人気）� 255698（1番人気）� 137890（2番人気）
枠連票数 計 156777 的中 （2－7） 31604（1番人気）
馬連票数 計1191653 的中 �� 224119（1番人気）
馬単票数 計 541073 的中 �� 46027（2番人気）
ワイド票数 計 889562 的中 �� 132455（1番人気）�� 64227（3番人気）�� 94726（2番人気）
3連複票数 計1799849 的中 ��� 258830（1番人気）
3連単票数 計2601424 的中 ��� 62867（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．6―12．3―12．6―12．8―12．2―12．5―12．2―11．2―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．8―36．4―48．7―1：01．3―1：14．1―1：26．3―1：38．8―1：51．0―2：02．2―2：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0
1
3
2－3，8，11，9（4，10，12）（5，6，7）1・（2，3）11（8，10，12）（9，4，7）6，5，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロールオブサンダー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．7．21 中京1着

2017．4．14生 牡3栗 母 ミッキーハナコ 母母 サウンドザビーチ 6戦3勝 賞金 40，744，000円
〔騎手変更〕 ダノンクライム号の騎手岩田望来は，病気のため横山典弘に変更。

18022 7月5日 晴 稍重 （2阪神4） 第2日 第10競走 ��
��1，800�

に し わ き

西 脇 特 別
発走15時00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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ラインベック 牡3黒鹿54 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：51．1 2．9�

811 ミステリオーソ 牡3黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 470－ 61：51．31� 1．9�
78 テイエムチューハイ 牡6黒鹿57 松山 弘平竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B452－ 61：51．51� 14．9�
44 アスターストーリー 牝6鹿 55 荻野 極加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 462± 01：52．56 36．8�
810 ワタシノロザリオ 牝6青鹿55 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 454－101：52．81	 72．8	
33 サンティーニ 
5栗 57 川又 賢治�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 494± 01：53．11� 30．6

79 ランドジュピター 牡6鹿 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 462＋ 2 〃 ハナ 134．5�
22 ナイルデルタ 牡5鹿 57 和田 竜二 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 B492＋ 4 〃 ハナ 5．8�
67 ア イ タ イ 牡4栗 57 森 裕太朗平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 516－ 41：53．2	 30．5
55 シンコーメグチャン 牝5鹿 55 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 492－ 61：53．3	 25．0�
66 テ ィ ー コ ア 牡6栗 57 小崎 綾也深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B508＋ 21：54．47 276．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 75，306，200円 複勝： 76，322，300円 枠連： 16，881，800円
馬連： 129，839，500円 馬単： 65，266，200円 ワイド： 89，586，500円
3連複： 180，464，200円 3連単： 305，808，000円 計： 939，474，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 110円 � 190円 枠 連（1－8） 370円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 220円 �� 660円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 4，670円

票 数

単勝票数 計 753062 的中 � 204240（2番人気）
複勝票数 計 763223 的中 � 141415（2番人気）� 251091（1番人気）� 70057（4番人気）
枠連票数 計 168818 的中 （1－8） 34649（1番人気）
馬連票数 計1298395 的中 �� 249429（1番人気）
馬単票数 計 652662 的中 �� 64866（3番人気）
ワイド票数 計 895865 的中 �� 123278（2番人気）�� 29803（8番人気）�� 59640（4番人気）
3連複票数 計1804642 的中 ��� 128686（2番人気）
3連単票数 計3058080 的中 ��� 47435（11番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．3―12．6―12．5―12．4―12．1―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―37．2―49．8―1：02．3―1：14．7―1：26．8―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラインベック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．29 中京1着

2017．4．5生 牡3黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 8戦3勝 賞金 62，798，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 テイエムチューハイ号の騎手岩田望来は，病気のため松山弘平に変更。

１レース目



18023 7月5日 晴 稍重 （2阪神4） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第56回C B C 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1．6．29以降2．6．28まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

CBC賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 ラブカンプー 牝5黒鹿51 斎藤 新増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 B442－ 21：08．7 93．1�
36 ア ン ヴ ァ ル 牝5鹿 54 北村 友一 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 21：09．01� 73．1�
12 レッドアンシェル 牡6青鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 470－ 21：09．32 7．6�
59 タイセイアベニール 牡5鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 498± 0 〃 ハナ 4．8�
35 エイシンデネブ 牝5鹿 53 幸 英明�栄進堂 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 430± 01：09．51� 39．1	
815 ノ ー ワ ン 牝4鹿 53 浜中 俊藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 486＋ 21：09．6	 80．9

611 アウィルアウェイ 牝4鹿 55．5 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468－12 〃 アタマ 10．7�
24 グランドロワ 牡6栗 55 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B492－ 6 〃 ハナ 15．4�
816 ジ ョ イ フ ル 牡6鹿 56 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B512－ 81：09．7アタマ 30．7
48 ロ ケ ッ ト 牝5栗 52 酒井 学ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 21：09．91� 9．7�
714 ディメンシオン 牝6鹿 53 松田 大作広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 452＋ 21：10．0	 19．4�
47 クリノガウディー 牡4栗 58 横山 典弘栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 492－ 2 〃 クビ 2．6�
11 ナインテイルズ 牡9栗 53 中井 裕二岡田 牧雄氏 長谷川浩大 浦河 山田牧場 472－141：10．1� 278．0�
713 ミッキースピリット 牡4鹿 54 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 21：10．41	 9．5�
612 ダイシンバルカン 牡8鹿 52 国分 優作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504± 01：10．5	 270．1�
510 ショウナンアンセム 牡7芦 56 
島 克駿�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 488－ 21：10．81� 96．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 227，690，500円 複勝： 277，024，300円 枠連： 100，499，400円
馬連： 747，044，800円 馬単： 274，101，900円 ワイド： 459，873，500円
3連複： 1，412，987，200円 3連単： 1，655，611，100円 計： 5，154，832，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，310円 複 勝 � 1，580円 � 1，350円 � 290円 枠 連（2－3） 7，870円

馬 連 �� 138，600円 馬 単 �� 294，520円

ワ イ ド �� 22，590円 �� 7，540円 �� 5，050円

3 連 複 ��� 242，890円 3 連 単 ��� 2，444，630円

票 数

単勝票数 計2276905 的中 � 19553（13番人気）
複勝票数 計2770243 的中 � 42236（14番人気）� 49653（11番人気）� 297721（3番人気）
枠連票数 計1004994 的中 （2－3） 9887（26番人気）
馬連票数 計7470448 的中 �� 4177（95番人気）
馬単票数 計2741019 的中 �� 698（190番人気）
ワイド票数 計4598735 的中 �� 5224（91番人気）�� 15749（57番人気）�� 23631（46番人気）
3連複票数 計14129872 的中 ��� 4363（311番人気）
3連単票数 計16556111 的中 ��� 491（2025番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．8―11．1―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．5―44．6―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．2
3 3（6，12，14）（8，13）（2，10）（4，7，16）9，1，11，5－15 4 3－（12，14）（6，8）2（7，13）（4，10，16）9，1－11（5，15）

勝馬の
紹 介

ラブカンプー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．8．5 小倉2着

2015．4．11生 牝5黒鹿 母 ラ ブ ハ ー ト 母母 シンメイユウシュン 28戦3勝 賞金 177，124，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 アンヴァル号の騎手岩田望来は，病気のため北村友一に変更。
〔制裁〕 ロケット号の騎手酒井学は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
〔その他〕 ロケット号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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。
（非抽選馬） 2頭 イベリス号・ディープダイバー号

18024 7月5日 晴 稍重 （2阪神4） 第2日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時15分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

814� テーオーターゲット 牡4黒鹿57 川田 将雅小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 504＋ 21：23．5 2．5�
815 ダンケシェーン 	5栗 57 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 480－ 61：23．6
 9．6�
713 イ メ ル 牡4黒鹿57 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 482－ 8 〃 アタマ 4．3�
610� ビッグデータ 牡5鹿 57 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 434－ 21：23．7クビ 23．1�
59 クインズヴィヴィ 牝3青 52 浜中 俊亀田 和弘氏 野中 賢二 浦河 高昭牧場 B480± 0 〃 クビ 4．4�
47 ロードキング 牡7鹿 57 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B480－121：23．8クビ 29．0	
11 プレイヤーズハイ 牡4黒鹿57 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 440－ 61：24．01� 26．0

23 � クールリフレイン 牡5鹿 57 秋山真一郎下河辺美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 526＋ 21：24．21 65．4�
46 サムシングフレア 牝7鹿 55

54 ☆富田 暁阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 484－181：24．3� 221．8�
58 クリノヴィクトリア 牝6栗 55

52 ▲泉谷 楓真栗本 博晴氏 萱野 浩二 青森 イズモリファーム 450－ 21：24．83 108．5
34 ド ラ セ ナ 	5黒鹿57 藤井勘一郎林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 B486± 0 〃 ハナ 36．7�
35 アスクハードスパン 牡5鹿 57 幸 英明廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 542－ 61：25．01 11．5�
22 � ヘイセイメジャー 牡3黒鹿54 酒井 学菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 464－ 2 〃 ハナ 88．4�
611 メイショウキタグニ 牡5黒鹿57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 474－ 21：25．1� 60．9�
712 プロネルクール 牝5鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム B502－121：25．73� 69．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 92，874，100円 複勝： 131，850，600円 枠連： 33，106，500円
馬連： 175，167，900円 馬単： 67，793，100円 ワイド： 141，690，600円
3連複： 286，459，400円 3連単： 349，348，600円 計： 1，278，290，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 210円 � 150円 枠 連（8－8） 1，320円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 520円 �� 260円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 6，670円

票 数

単勝票数 計 928741 的中 � 289036（1番人気）
複勝票数 計1318506 的中 � 344315（1番人気）� 127062（4番人気）� 223350（2番人気）
枠連票数 計 331065 的中 （8－8） 19403（5番人気）
馬連票数 計1751679 的中 �� 100019（4番人気）
馬単票数 計 677931 的中 �� 26243（6番人気）
ワイド票数 計1416906 的中 �� 64564（7番人気）�� 156031（1番人気）�� 66631（6番人気）
3連複票数 計2864594 的中 ��� 157225（2番人気）
3連単票数 計3493486 的中 ��� 37919（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―34．0―45．7―58．2―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テーオーターゲット �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ

2016．4．18生 牡4黒鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 6戦2勝 賞金 23，000，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 クインズヴィヴィ号の騎手岩田望来は，病気のため浜中俊に変更。

４レース目



（2阪神4）第2日 7月5日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 169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

248，730，000円
8，210，000円
22，860，000円
1，500，000円
29，390，000円
70，920，000円
5，509，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
820，934，800円
1，064，290，700円
269，984，600円
1，717，643，100円
705，408，600円
1，248，563，300円
2，908，802，300円
3，506，377，000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 12，242，004，400円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第4回阪神競馬第2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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