
18049 7月18日 晴 稍重 （2阪神4） 第5日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時00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
1：11．0
1：10．2

良
不良

711 ヨッシーフェイス 牡2芦 54 川須 栄彦 STレーシング 寺島 良 新ひだか グランド牧場 468± 01：11．3 2．2�
33 バ ク シ ン 牡2鹿 54

53 ☆斎藤 新林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 486－ 41：12．36 8．3�
22 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± 01：12．93� 3．9�
813 メイショウヨシテル 牡2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 450＋ 41：13．0クビ 6．6�
69 メイショウゴウホウ 牡2黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 504± 01：13．21� 10．5�
57 サイモンルピナス 牝2黒鹿54 北村 友一澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 434± 01：13．73 87．5	
44 コパノジャンピング 牡2鹿 54 小崎 綾也小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 508－ 21：13．8	 159．8

11 ジュンコーハク 牝2鹿 54 
島 克駿八木 光博氏 川村 禎彦 新冠 アラキフアーム 450± 01：13．9クビ 102．5�
68 ヒットガール 牝2栗 54 酒井 学トライスターレーシング 松下 武士 新ひだか 西村牧場 482－121：14．21	 233．4�
56 ディアハート 牝2栗 54 国分 優作飯田 正剛氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 454＋101：14．41� 35．4
45 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 488－ 41：14．93 194．0�
812 スターリーソング 牝2鹿 54 浜中 俊広尾レース� 高柳 大輔 新ひだか 金 球美 418± 01：15．43 49．9�
710 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 476＋ 81：19．3大差 21．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，542，500円 複勝： 56，643，200円 枠連： 9，294，800円
馬連： 54，385，500円 馬単： 28，762，300円 ワイド： 48，082，900円
3連複： 92，183，800円 3連単： 112，129，000円 計： 440，024，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（3－7） 850円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 370円 �� 170円 �� 440円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 4，450円

票 数

単勝票数 計 385425 的中 � 141374（1番人気）
複勝票数 計 566432 的中 � 220555（1番人気）� 61215（4番人気）� 98050（2番人気）
枠連票数 計 92948 的中 （3－7） 8407（4番人気）
馬連票数 計 543855 的中 �� 41263（4番人気）
馬単票数 計 287623 的中 �� 14695（5番人気）
ワイド票数 計 480829 的中 �� 29683（4番人気）�� 87736（1番人気）�� 23691（5番人気）
3連複票数 計 921838 的中 ��� 79485（2番人気）
3連単票数 計1121290 的中 ��� 18266（10番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．3―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―47．2―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．4
3 11（10，12）3－（6，4）13（1，8）－（7，2）（9，5） 4 11（10，12）3－（6，4）（1，8，13）（7，2）9－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヨッシーフェイス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2020．7．4 阪神2着

2018．5．3生 牡2芦 母 ホワイトカーニバル 母母 イエローブルーム 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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターリーソング号・スナークショウエン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

8月18日まで平地競走に出走できない。

18050 7月18日 晴 稍重 （2阪神4） 第5日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時35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

816 デイオブジョイ 牝3鹿 54 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 460－ 41：53．1 27．2�
59 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 B480－ 21：53．84 1．9�
11 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± 01：54．01 36．5�
612 ランスオブマインド 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 438± 0 〃 クビ 219．0�
611 サンデージュピター 牝3鹿 54 和田 竜二杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 492＋ 41：54．1� 4．9�
713 アルバボニート 牝3芦 54 松山 弘平草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 470－ 21：54．2� 3．9�
815 テ ゴ ナ 牝3鹿 54 福永 祐一 	Gリビエール・

レーシング 西浦 勝一 浦河 富田牧場 510＋ 41：54．94 15．0

36 ブルーアズール 牝3黒鹿54 秋山真一郎飯田 正剛氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 428＋ 81：55．11 71．8�
714 メイジュシンワ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 468＋ 41：55．2� 23．0�
12 クロスラミナ 牝3鹿 54 西村 淳也水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 428＋ 61：55．73 176．0
510 モレキュール 牝3栗 54 北村 友一杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 442± 01：55．91� 19．4�
24 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 514－ 41：56．11� 91．2�
48 フライオーシャン 牝3栗 54 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 486 ―1：56．63 194．1�
47 シャンテリー 牝3鹿 54 �島 克駿中村 祐子氏 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 422＋ 8 〃 クビ 133．8�
35 ベルシャキャンディ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 川上牧場 432－141：59．4大差 319．1�
23 ナンゴクジュリアン 牝3鹿 54 三津谷隼人渡 義光氏 �島 一歩 新冠 石郷岡 雅樹 484 ―2：05．2大差 231．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，635，500円 複勝： 51，628，400円 枠連： 10，445，700円
馬連： 51，642，400円 馬単： 25，598，800円 ワイド： 46，214，600円
3連複： 83，080，500円 3連単： 98，165，800円 計： 399，411，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 600円 � 110円 � 460円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 9，620円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 5，970円 �� 610円

3 連 複 ��� 15，360円 3 連 単 ��� 115，720円

票 数

単勝票数 計 326355 的中 � 9581（7番人気）
複勝票数 計 516284 的中 � 13987（8番人気）� 207995（1番人気）� 19189（7番人気）
枠連票数 計 104457 的中 （5－8） 14450（2番人気）
馬連票数 計 516424 的中 �� 10784（12番人気）
馬単票数 計 255988 的中 �� 1994（30番人気）
ワイド票数 計 462146 的中 �� 8414（14番人気）�� 1889（42番人気）�� 20812（5番人気）
3連複票数 計 830805 的中 ��� 4056（42番人気）
3連単票数 計 981658 的中 ��� 615（263番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．0―12．6―12．7―12．7―12．6―13．1―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―49．2―1：01．9―1：14．6―1：27．2―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デイオブジョイ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Unbridled デビュー 2019．10．6 京都4着

2017．3．14生 牝3鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンゴクジュリアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月18日まで平地

競走に出走できない。
ベルシャキャンディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月18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） 1頭 バブリースノー号
（非抽選馬） 1頭 ピンクシップ号

第４回 阪神競馬 第５日
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



18051 7月18日 晴 稍重 （2阪神4） 第5日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

714 フィナールショコラ 牝3黒鹿54 福永 祐一吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 414＋ 21：25．2 5．5�
35 テ ラ ン ガ 牡3青鹿56 秋山真一郎寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 442－ 41：25．3� 22．2�
59 ブラックアモーレ 牝3鹿 54 幸 英明�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 472± 0 〃 アタマ 3．6�
12 サンライズアルコン 牡3芦 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 B470＋ 61：25．83 14．8�
48 リュヌドミエル 牝3栗 54 松山 弘平ライオンレースホース� 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 448＋ 41：25．9クビ 17．2	
612 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 484－ 4 〃 クビ 6．1

24 オ ル ガ ン ザ 牡3鹿 56 �島 克駿 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム B540＋ 21：26．11� 15．6�
23 ニ ン ギ ル ス 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 446＋ 21：26．2� 6．5�
11 ナムラサンシロー 牡3栗 56 国分 優作奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 ナカノファーム 508－101：26．51� 13．5
611 マ ヌ イ ー ア 牝3鹿 54 西村 淳也青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 420－ 21：26．82 53．1�
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 464－ 81：27．01 8．0�
510 ポ ポ ラ リ タ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来 �YGGホースクラブ 牧田 和弥 浦河 浦河小林牧場 528 ― 〃 クビ 182．2�
815 バトルレイカ 牝3鹿 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 462－101：27．1� 208．7�
36 ワンダービスケット 牝3栗 54 城戸 義政山本 能行氏 奥村 豊 新ひだか 米田牧場 472－121：27．84 364．5�
816 ヘラクレスバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 550＋121：28．01� 62．2�
47 ダ グ ラ ス 牡3栗 56 藤井勘一郎中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 坂本 智広 476 ―1：28．42 162．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，633，600円 複勝： 65，318，900円 枠連： 10，787，100円
馬連： 58，444，100円 馬単： 23，031，600円 ワイド： 59，177，700円
3連複： 100，145，100円 3連単： 87，918，400円 計： 441，456，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 450円 � 170円 枠 連（3－7） 3，930円

馬 連 �� 5，460円 馬 単 �� 9，050円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 510円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 8，290円 3 連 単 ��� 50，580円

票 数

単勝票数 計 366336 的中 � 52376（2番人気）
複勝票数 計 653189 的中 � 96769（3番人気）� 29088（8番人気）� 116793（1番人気）
枠連票数 計 107871 的中 （3－7） 2123（15番人気）
馬連票数 計 584441 的中 �� 8285（25番人気）
馬単票数 計 230316 的中 �� 1908（41番人気）
ワイド票数 計 591777 的中 �� 10315（18番人気）�� 32090（2番人気）�� 9798（21番人気）
3連複票数 計1001451 的中 ��� 9058（25番人気）
3連単票数 計 879184 的中 ��� 1260（173番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．2―12．7―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―47．1―59．8―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィナールショコラ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．9．7 阪神4着

2017．1．30生 牝3黒鹿 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 8戦1勝 賞金 11，290，000円
〔騎手変更〕 ワンダービスケット号の騎手小坂忠士は，負傷のため城戸義政に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジューンスプレイン号
（非抽選馬） 5頭 カヴァート号・ナムラダヴィンチ号・バンブトンハニー号・ハートフルオブラブ号・ワイルドチャイルド号

18052 7月18日 晴 良 （2阪神4） 第5日 第4競走 ��
��2，200�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
2：10．1
2：09．7

良
良

24 ダノンレガーロ 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 446－ 22：16．0 2．3�
714 ア ル セ ス ト 牡3黒鹿56 松山 弘平 �シルクレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 42：16．1� 7．4�
816 ワイワイキング 牡3鹿 56 幸 英明廣崎利洋HD� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 470± 02：16．41� 28．1�
611 ハローミスソフィ 牝3青 54 藤懸 貴志吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478－ 22：16．72 443．6�
510 リーガルバローズ 牡3鹿 56 藤井勘一郎猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 日高 中原牧場 408± 02：16．8� 29．2	
612 フォルステライト 牝3黒鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 424－ 2 〃 クビ 5．1

817 エターナルバディ 	3青 56 小牧 太�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 462－ 82：17．01 242．5�
35 ルヴァンギラ 牡3青鹿56 
島 良太辻 高史氏 松田 国英 浦河 有限会社

吉田ファーム 530± 02：17．1� 202．5�
11 ト レ ゾ ア 牡3鹿 56 西村 淳也永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 460－ 6 〃 ハナ 58．0
23 キッズヒヤミカチ 牡3青鹿56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B482＋ 42：17．52� 50．1�
48 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 476＋ 2 〃 アタマ 49．5�
59 エトワールミノル 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 410± 02：18．45 490．4�
47 ハ ナ テ 牡3黒鹿56 
島 克駿村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム B474＋ 22：19．35 37．7�
818 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 444－122：20．25 160．4�
12 サトノパーシヴァル 牡3青鹿56 岡田 祥嗣 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 新ひだか 千代田牧場 476± 02：21．15 33．6�
36 メイショウマサカツ 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 松栄牧場 424± 02：21．31� 87．6�
713 ヴィクトリーナイト 牡3芦 56 岩崎 翼田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 452＋ 62：22．36 461．9�
715 ク レ イ ス 牡3鹿 56 福永 祐一�G1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 B500－12 （競走中止） 3．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 47，635，800円 複勝： 61，509，300円 枠連： 12，638，200円
馬連： 54，194，200円 馬単： 28，113，300円 ワイド： 56，585，000円
3連複： 91，056，000円 3連単： 106，992，100円 計： 458，723，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 190円 � 470円 枠 連（2－7） 330円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，060円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 11，940円

票 数

単勝票数 計 476358 的中 � 159916（1番人気）
複勝票数 計 615093 的中 � 150873（1番人気）� 82815（4番人気）� 24258（6番人気）
枠連票数 計 126382 的中 （2－7） 29489（1番人気）
馬連票数 計 541942 的中 �� 49637（3番人気）
馬単票数 計 281133 的中 �� 18097（3番人気）
ワイド票数 計 565850 的中 �� 42070（3番人気）�� 13185（7番人気）�� 7924（19番人気）
3連複票数 計 910560 的中 ��� 15946（9番人気）
3連単票数 計1069921 的中 ��� 6496（27番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．3―12．2―12．5―13．2―13．0―12．7―12．4―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．4―34．7―46．9―59．4―1：12．6―1：25．6―1：38．3―1：50．7―2：03．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．7
1
3

・（6，13）－12（5，14）8（2，17）（16，18）－4，10（1，7）（11，15）－9，3
13（12，14）17（6，8）（5，4）（16，2，18，7，15）（10，1）（11，3，9）

2
4

13－6－12（5，14）（8，17）（2，18）16，4－（10，7）1（11，15）－（3，9）・（12，14）17（8，4）（5，7，1）（16，10，15）－（11，2，9）13（6，3）18
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンレガーロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2020．6．21 阪神4着

2017．2．18生 牡3鹿 母 キングスローズ 母母 Nureyev’s Girl 2戦1勝 賞金 5，870，000円
〔競走中止〕 クレイス号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノパーシヴァル号・メイショウマサカツ号・ヴィクトリーナイト号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和2年8月18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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノビックスター号
（非抽選馬） 2頭 カメキチ号・キーパンチ号



18053 7月18日 晴 良 （2阪神4） 第5日 第5競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時25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
1：20．4
1：20．3

良
良

510 ヴェールクレール 牝2黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 470 ―1：24．6 3．2�
713 シゲルセンム 牝2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 浦河 �川 啓一 448 ―1：24．81� 70．7�
816	 ショックアクション 牡2鹿 54 小崎 綾也ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Scuderia Effevi

Srl & Dioscuri Srl 490 ―1：25．43
 4．2�
47 	 キトゥンズワルツ 牝2黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 翔伍 米 Shadai Cor-

poration 444 ―1：25．61� 7．4�
59 ニューアリオン 牡2鹿 54 �島 克駿フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 464 ― 〃 クビ 32．3�
36 テーオーブレイブ 牡2黒鹿54 秋山真一郎小笹 公也氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 494 ―1：25．7クビ 17．1	
23 タイガーストロング 牡2鹿 54 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 456 ― 〃 クビ 150．9

611	 フ リ ー ド 牝2鹿 54 国分 優作岡田 繁幸氏 西園 正都 愛 Lynch

Bages Ltd 476 ― 〃 クビ 100．3�
714 エルファシル 牡2青鹿54 和田 竜二山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新ひだか タイヘイ牧場 466 ―1：25．91� 27．9�
11 シェーヴルフォイユ 牝2黒鹿 54

53 ☆岩田 望来ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432 ―1：26．11� 55．9�

35 ショウナンアシュア 牡2青鹿54 松山 弘平国本 哲秀氏 池添 兼雄 浦河 小島牧場 466 ―1：26．52
 22．7�
612	 レベルタウン 牡2栗 54 酒井 学ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort

Stud Ltd 526 ―1：27．03 11．3�
817 テイエムトッキュウ 牡2鹿 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 466 ―1：27．31� 115．4�
12 ショウナンバサロ 牡2芦 54 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 474 ―1：27．4� 35．0�
815 ビ ュ ヴ ォ ン 牡2芦 54 松若 風馬 カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 新冠 新冠橋本牧場 498 ―1：28．25 66．5�
48 サザークブリッジ 牝2鹿 54 藤井勘一郎�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 424 ―1：28．62
 101．0�
24 サドルロード 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514 ―1：29．45 7．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，573，400円 複勝： 56，258，800円 枠連： 11，572，000円
馬連： 58，543，600円 馬単： 24，191，400円 ワイド： 53，777，500円
3連複： 85，290，900円 3連単： 80，830，500円 計： 415，038，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 1，190円 � 160円 枠 連（5－7） 1，830円

馬 連 �� 13，090円 馬 単 �� 19，340円

ワ イ ド �� 3，850円 �� 400円 �� 4，540円

3 連 複 ��� 14，820円 3 連 単 ��� 114，230円

票 数

単勝票数 計 445734 的中 � 113831（1番人気）
複勝票数 計 562588 的中 � 116177（1番人気）� 8039（14番人気）� 101936（2番人気）
枠連票数 計 115720 的中 （5－7） 4888（9番人気）
馬連票数 計 585436 的中 �� 3465（36番人気）
馬単票数 計 241914 的中 �� 938（61番人気）
ワイド票数 計 537775 的中 �� 3370（40番人気）�� 38469（1番人気）�� 2851（48番人気）
3連複票数 計 852909 的中 ��� 4314（44番人気）
3連単票数 計 808305 的中 ��� 513（324番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．1―47．5―59．7―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．1
3 2（11，16）5（9，12）6（10，15）14（1，13）17，7，3＝（4，8） 4 ・（2，11，16）（9，12）5（6，10，13）15，14（1，7）17，3＝4，8

勝馬の
紹 介

ヴェールクレール �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ハービンジャー 初出走

2018．1．21生 牝2黒鹿 母 ウ ル ド 母母 ヴェルザンディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サドルロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月18日まで平地競走に

出走できない。

18054 7月18日 晴 良 （2阪神4） 第5日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時55分 （芝・右）

牝；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 リリアンフェルス 牝2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 翔伍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428 ―1：11．7 8．1�

813 ヘネラルカレーラ 牝2鹿 54 浜中 俊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 456 ―1：11．91 4．5�
711 キャロライナリーパ 牝2黒鹿 54

53 ☆岩田 望来野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 452 ―1：12．0� 23．4�
68 ミヤジオシャラク 牝2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 今 牧場 480 ― 〃 クビ 2．1�
57 シゲルジョウム 牝2栗 54 秋山真一郎森中 蕃氏 谷 潔 日高 天羽牧場 456 ―1：12．21 72．4	
56 マ リ ー ナ 牝2青鹿54 松若 風馬三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434 ―1：12．41� 12．4

44 ラ ブ ム ー ン 牝2鹿 54 幸 英明増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 416 ―1：12．61� 56．4�
69 アサケレディ 牝2黒鹿54 酒井 学大橋 堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 454 ―1：12．91� 47．7�
710 ク リ オ ズ ナ 牝2栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 436 ―1：13．1� 6．0
11 クィーンベロニカ 牝2青鹿 54

53 ☆斎藤 新岡本 真二氏 新谷 功一 浦河 赤田牧場 446 ―1：13．31� 101．5�
812 ヒロシゲダンボー 牝2鹿 54 太宰 啓介�岡 隆氏 高橋 亮 新ひだか 岡田牧場 474 ―1：13．62 150．4�
33 チョウラブリー 牝2鹿 54 �島 克駿丸山 隆雄氏 西橋 豊治 新ひだか 佐藤 鉄也 434 ―1：15．6大差 229．3�
45 シゲルヒショ 牝2栗 54 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 乾 皆雄 428 ―1：16．24 60．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，908，900円 複勝： 49，866，500円 枠連： 9，392，100円
馬連： 52，863，800円 馬単： 26，898，000円 ワイド： 44，031，700円
3連複： 72，713，600円 3連単： 90，854，100円 計： 395，528，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 230円 � 210円 � 430円 枠 連（2－8） 2，050円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，560円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 8，060円 3 連 単 ��� 46，510円

票 数

単勝票数 計 489089 的中 � 50630（4番人気）
複勝票数 計 498665 的中 � 59751（4番人気）� 68821（3番人気）� 25905（6番人気）
枠連票数 計 93921 的中 （2－8） 3544（8番人気）
馬連票数 計 528638 的中 �� 17997（10番人気）
馬単票数 計 268980 的中 �� 3762（20番人気）
ワイド票数 計 440317 的中 �� 14423（10番人気）�� 7119（15番人気）�� 8711（14番人気）
3連複票数 計 727136 的中 ��� 6763（26番人気）
3連単票数 計 908541 的中 ��� 1416（139番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．4―11．7―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―35．5―47．2―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリアンフェルス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 More Than Ready 初出走

2018．4．14生 牝2鹿 母 ユールフェスト 母母 High Honour 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルヒショ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月18日まで平地競走

に出走できない。



18055 7月18日 晴 良 （2阪神4） 第5日 第7競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走13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

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 496－ 21：53．6 5．4�
59 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 454－ 21：53．7� 5．2�
612 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 B506－ 81：53．8クビ 4．9�
35 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 482＋ 61：54．86 2．6�
23 クレドゥボヌール 牡3鹿 56 荻野 極大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 杵臼牧場 430－ 41：55．22	 54．9�
611 マーティンヒル 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗大戸 志浦氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 398－ 41：55．3クビ 67．9	
47 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 508－ 81：55．4	 14．3

24 プライムエルフ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 414－ 61：55．5� 171．5�

48 キングズジェム 牡3黒鹿 56
55 ☆富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 平取 清水牧場 454－ 21：55．71
 57．7�

510 マグニフィクス 牡3栗 56 幸 英明 社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 484＋ 41：55．91 12．3�
713 メイショウポルポ 牡3黒鹿56 �島 克駿松本 好�氏 松下 武士 白老 社台牧場 428－ 61：56．11
 125．0�
815 メイショウニタボウ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 514＋ 6 〃 クビ 24．0�
714 ロードユリシス 牡3鹿 56 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 B482－ 6 〃 ハナ 41．6�
12 イコロチャン 牝3青鹿54 藤懸 貴志谷岡牧場 坂口 智康 新ひだか 谷岡牧場 408－ 61：56．95 370．3�
816 フェルトオンブレ 牡3鹿 56 酒井 学松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 木村牧場 446－101：57．53	 153．7�
11 レ ラ シ オ ン 牡3青鹿56 高倉 稜朽名 誠氏 渡辺 薫彦 日高 鹿戸 和幸 512－121：58．03 210．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，199，700円 複勝： 67，521，800円 枠連： 12，360，000円
馬連： 61，018，100円 馬単： 27，021，600円 ワイド： 57，282，000円
3連複： 94，876，900円 3連単： 102，126，000円 計： 463，406，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 170円 � 160円 枠 連（3－5） 390円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 470円 �� 400円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 11，680円

票 数

単勝票数 計 411997 的中 � 61030（4番人気）
複勝票数 計 675218 的中 � 128225（2番人気）� 94512（4番人気）� 104438（3番人気）
枠連票数 計 123600 的中 （3－5） 24261（1番人気）
馬連票数 計 610181 的中 �� 32086（6番人気）
馬単票数 計 270216 的中 �� 7256（13番人気）
ワイド票数 計 572820 的中 �� 30602（6番人気）�� 37135（4番人気）�� 32625（5番人気）
3連複票数 計 948769 的中 ��� 36383（4番人気）
3連単票数 計1021260 的中 ��� 6334（33番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．6―12．9―12．9―12．6―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．6―50．5―1：03．4―1：16．0―1：28．5―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨカゼ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 スタチューオブリバティ デビュー 2020．3．28 阪神6着

2017．5．8生 牡3栗 母 メイショウアシタバ 母母 デヴィルインフライト 8戦1勝 賞金 11，240，000円
〔3走成績による出走制限〕 イコロチャン号・レラシオン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月18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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハクアイオウ号・メイショウアサヒ号
（非抽選馬） 1頭 アサシン号

18056 7月18日 晴 良 （2阪神4） 第5日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時55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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

510 ハギノアレグリアス 牡3鹿 54 川田 将雅日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 22：04．5 1．7�
36 アスターマリンバ 牡3黒鹿54 松若 風馬加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 518± 02：04．71� 19．3�
35 ケイアイドリー 牡3鹿 54 和田 竜二亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 504＋ 82：05．44 7．6�
713 メイショウハクサン 牡3鹿 54 中井 裕二松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 482－ 22：05．71	 24．5�
24 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± 02：05．8� 5．6�
48 イシュタルゲート 牡4鹿 57 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516± 02：07．18 30．6	
11 ヒミノブルー 牡4青鹿57 幸 英明佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 514－ 6 〃 アタマ 10．4

714 シェアザモーメント 牡6鹿 57 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 480＋ 42：07．2� 62．4�
611 キャノンバローズ 
4鹿 57 松山 弘平猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 448＋182：07．52 14．6
816 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 512＋ 22：07．6� 46．9�
815 ローゼンリッター 牡4栗 57 川須 栄彦�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 532－ 42：08．02� 160．4�
59 スズカハイライト 牡5鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 462＋102：08．1クビ 94．4�
612 ショウナンサニー 牡6鹿 57

56 ☆富田 暁国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 474－ 22：08．52� 180．9�
23 � マーシデスペラード 牡4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真佐藤 勝士氏 千田 輝彦 安平 �橋本牧場 524－ 42：08．6	 413．3�
12 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 B458＋ 2 〃 ハナ 158．6�
47 � カズマッカレン 
4鹿 57 西村 淳也合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 B424－ 42：11．3大差 153．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，528，400円 複勝： 102，730，700円 枠連： 11，747，400円
馬連： 74，696，000円 馬単： 36，140，800円 ワイド： 66，088，000円
3連複： 113，634，200円 3連単： 148，069，700円 計： 595，635，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 390円 � 240円 枠 連（3－5） 400円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 450円 �� 370円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 7，750円

票 数

単勝票数 計 425284 的中 � 196231（1番人気）
複勝票数 計1027307 的中 � 575997（1番人気）� 30263（7番人気）� 58243（4番人気）
枠連票数 計 117474 的中 （3－5） 22272（1番人気）
馬連票数 計 746960 的中 �� 59213（4番人気）
馬単票数 計 361408 的中 �� 23565（4番人気）
ワイド票数 計 660880 的中 �� 38654（4番人気）�� 48769（2番人気）�� 7081（22番人気）
3連複票数 計1136342 的中 ��� 29504（8番人気）
3連単票数 計1480697 的中 ��� 13839（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―13．7―12．9―13．2―12．1―12．2―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．7―49．4―1：02．3―1：15．5―1：27．6―1：39．8―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．9
1
3
6，11－5，2，10（3，15）（4，7）（1，14）16（8，9）12，13・（11，5，13）6，10（2，4，15，7）3（1，14，16）（8，9，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハギノアレグリアス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2019．9．15 阪神6着

2017．4．27生 牡3鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 5戦2勝 賞金 15，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カズマッカレン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月18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） 1頭 メイショウオオタカ号
（非抽選馬） 1頭 キングレイスター号



18057 7月18日 晴 良 （2阪神4） 第5日 第9競走 ��
��1，400�

えびすばし

戎 橋 特 別
発走14時25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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

34 セプタリアン �4鹿 57 北村 友一吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 494－ 21：22．6 3．9�
611 ハッシュゴーゴー 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 456＋ 41：22．81	 6．1�
46 ルガーサント 牝3青鹿52 松若 風馬�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 430＋ 21：22．9クビ 3．4�
712 エイシンスレイマン 牡6鹿 57 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 476－ 6 〃 クビ 17．9�
58 
 マジックバローズ 牡5鹿 57 福永 祐一猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 460± 01：23．11� 10．8	
814 ナ リ ス 牝4鹿 55 中井 裕二萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 476－ 21：23．2	 8．9

11 プ リ ュ ス 牝5鹿 55 浜中 俊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440－ 21：23．3	 21．2�
713 エ グ レ ム ニ 牡3鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 クビ 7．7�
47 
 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 530＋ 41：23．51� 101．2
59 コパノピエール 牡6鹿 57 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 498－ 41：23．71 48．5�
23 パッションチカ 牝6鹿 55 小牧 太冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 442－ 2 〃 アタマ 227．6�
35 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 448＋ 81：23．91	 45．2�
815 ジューンシルフィア 牝4栗 55 国分 優作吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 446＋ 41：24．0クビ 160．2�
610 マッスルマサムネ �5鹿 57 斎藤 新塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 488－ 21：24．31 75．5�
22 
 ビッグデータ 牡5鹿 57 岩田 望来寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 438＋ 41：24．72	 30．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，255，700円 複勝： 70，310，600円 枠連： 13，745，400円
馬連： 93，868，400円 馬単： 33，558，100円 ワイド： 70，556，500円
3連複： 126，069，600円 3連単： 135，538，900円 計： 587，903，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 170円 � 140円 枠 連（3－6） 860円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 500円 �� 290円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 6，690円

票 数

単勝票数 計 442557 的中 � 88673（2番人気）
複勝票数 計 703106 的中 � 125827（2番人気）� 96574（3番人気）� 142742（1番人気）
枠連票数 計 137454 的中 （3－6） 12283（2番人気）
馬連票数 計 938684 的中 �� 57847（2番人気）
馬単票数 計 335581 的中 �� 11560（4番人気）
ワイド票数 計 705565 的中 �� 34293（4番人気）�� 66724（1番人気）�� 37628（3番人気）
3連複票数 計1260696 的中 ��� 69112（1番人気）
3連単票数 計1355389 的中 ��� 14686（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．8―46．4―58．2―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セプタリアン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．6．23 阪神2着

2016．2．6生 �4鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 13戦3勝 賞金 39，557，000円

18058 7月18日 晴 良 （2阪神4） 第5日 第10競走 ��
��2，000�

の せ

能 勢 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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

814 ダンスディライト 牡4黒鹿57 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 498－ 22：01．6 8．7�
711 プライドランド 牡4芦 57 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462－ 62：01．7� 9．2�
57 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 530＋ 22：02．33� 4．3�
69 ヒルノダカール 牡4青鹿57 浜中 俊�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 524＋ 62：02．4クビ 3．4�
34 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 428－ 4 〃 クビ 118．0	
610
 ターキッシュパレス 牡3青鹿54 富田 暁ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 472－ 4 〃 ハナ 11．1

11 コ パ カ テ ィ 牝4鹿 55 小崎 綾也 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：03．03� 11．2�
33 メイショウテンモン 牡5栗 57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B506－ 62：03．95 7．5�
45 ダイナミックアロー 牡7鹿 57 三津谷隼人小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 杵臼斉藤牧場 502－ 6 〃 クビ 121．8
712 メイショウカミシマ 牡6黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 B460－ 22：04．0クビ 29．5�
813 エイシンルカーノ 牡6栗 57 和田 竜二�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 480－142：04．63� 12．8�
22 ヴ ァ イ ザ ー 牡5黒鹿57 松山 弘平 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 468－ 22：05．13 26．3�
58 ヴ ィ ン ト 牡4鹿 57 岩田 望来平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 526－ 62：06．37 35．6�
46 スワンボート 牡10鹿 57 斎藤 新田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 480－102：09．4大差 159．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，913，200円 複勝： 79，366，400円 枠連： 19，214，900円
馬連： 115，989，800円 馬単： 42，408，500円 ワイド： 84，892，000円
3連複： 166，878，100円 3連単： 176，056，800円 計： 735，719，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 280円 � 300円 � 190円 枠 連（7－8） 1，580円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 7，660円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 770円 �� 770円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 43，310円

票 数

単勝票数 計 509132 的中 � 46699（4番人気）
複勝票数 計 793664 的中 � 69312（4番人気）� 62822（6番人気）� 127707（2番人気）
枠連票数 計 192149 的中 （7－8） 9413（8番人気）
馬連票数 計1159898 的中 �� 25556（14番人気）
馬単票数 計 424085 的中 �� 4147（31番人気）
ワイド票数 計 848920 的中 �� 18588（14番人気）�� 28690（8番人気）�� 28732（7番人気）
3連複票数 計1668781 的中 ��� 22637（15番人気）
3連単票数 計1760568 的中 ��� 2947（156番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．4―11．6―12．2―12．5―12．4―12．4―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―34．9―46．5―58．7―1：11．2―1：23．6―1：36．0―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
・（3，11）7，13（2，9，10）12（5，8）－4－14－1，6
11，3（7，13）9，2（10，8）（5，12，4）－14－1＝6

2
4

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

勝馬の
紹 介

ダンスディライト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．5 中山3着

2016．2．4生 牡4黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 11戦3勝 賞金 42，970，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スワンボート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月18日まで平地競走に

出走できない。



18059 7月18日 晴 良 （2阪神4） 第5日 第11競走 ��
��1，800�ジュライステークス（Ｌ）

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

56 ウインユニファイド 牡8黒鹿56 幸 英明�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B520＋ 21：50．7 42．2�
812 クリンチャー 牡6鹿 58 藤井勘一郎前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 486－ 2 〃 クビ 1．8�
33 ア ル ド ー レ 牡5栗 56 浜中 俊安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 502－ 21：51．01	 18．5�
11 メイプルブラザー 牡6栗 56 森 裕太朗節 英司氏 清水 久詞 新ひだか 本桐牧場 490－161：51．21
 82．7�
44 オーヴェルニュ 牡4鹿 56 松山 弘平杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 474＋ 81：51．3
 10．1�
710 ゴルトマイスター 牡4栗 56 武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 564＋ 61：51．51 5．8	
67 グレートタイム 牡5黒鹿56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484＋ 61：51．6
 5．2

22 タイキフェルヴール 牡5栗 56 北村 友一�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 512－ 2 〃 クビ 32．4�
55 マイネルユキツバキ 牡5鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 534± 01：52．02 53．2
68 ア ー ド ラ ー 牡6鹿 57 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476－ 61：52．21
 29．9�
811 コマビショウ 牡5黒鹿56 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± 01：52．51
 12．5�
79 ヒロブレイブ 牡7鹿 56 岩田 望来石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 486± 01：53．13
 97．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 104，129，400円 複勝： 139，174，900円 枠連： 35，521，100円
馬連： 234，948，600円 馬単： 101，449，600円 ワイド： 164，762，700円
3連複： 370，571，200円 3連単： 518，279，500円 計： 1，668，837，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，220円 複 勝 � 460円 � 110円 � 350円 枠 連（5－8） 1，390円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 10，710円

ワ イ ド �� 980円 �� 4，530円 �� 710円

3 連 複 ��� 11，790円 3 連 単 ��� 110，510円

票 数

単勝票数 計1041294 的中 � 19703（9番人気）
複勝票数 計1391749 的中 � 51186（7番人気）� 538547（1番人気）� 71201（6番人気）
枠連票数 計 355211 的中 （5－8） 19712（5番人気）
馬連票数 計2349486 的中 �� 58926（11番人気）
馬単票数 計1014496 的中 �� 7102（32番人気）
ワイド票数 計1647627 的中 �� 43520（10番人気）�� 8880（41番人気）�� 62308（6番人気）
3連複票数 計3705712 的中 ��� 23568（35番人気）
3連単票数 計5182795 的中 ��� 3400（289番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．2―12．7―11．9―12．4―12．3―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．1―49．8―1：01．7―1：14．1―1：26．4―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
4，6（2，10）5（1，12）7，11（3，8）－9
3（6，10）（4，5，12）（2，1）7，11，8－9

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

勝馬の
紹 介

ウインユニファイド �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Gold Alert デビュー 2014．6．14 阪神10着

2012．4．25生 牡8黒鹿 母 ユーキャンドゥイット 母母 Royal Fit 54戦6勝 賞金 149，396，000円
〔制裁〕 アルドーレ号の騎手浜中俊は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・9番）

18060 7月18日 晴 良 （2阪神4） 第5日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走16時15分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

715 アーデンフォレスト 牡4黒鹿 57
56 ☆岩田 望来 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 454－101：35．0 16．9�

59 � エアファンディタ 牡3黒鹿54 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

446－ 61：35．21 5．2�
35 オーマイダーリン 牝3鹿 52 川田 将雅廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 アタマ 2．3�
12 メイショウベッピン 牝3鹿 52 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 470＋16 〃 ハナ 25．4�
510 エターナルハート 牝3黒鹿52 北村 友一 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 402± 01：35．3	 5．2	
48 � ミッドサマーハウス 牝4青 55 秋山真一郎ゴドルフィン 
島 一歩 英 Godolphin 458± 01：35．51� 11．9

612 ヴィルトゥース 牝5鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 406－ 21：36．03 25．3�
47 ベストクィーン 牝4栗 55 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 420± 0 〃 クビ 55．6�
23 ダイシンクイント 牡6黒鹿57 和田 竜二大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 488＋ 21：36．1� 47．2
816 ク レ デ ン ザ 牝3芦 52

49 ▲泉谷 楓真�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 454＋14 〃 クビ 14．2�
818 メイショウハナグシ 牝4鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 新冠 八木 明広 470± 01：36．31� 158．9�
713 タイキデセーオ 牡4黒鹿 57

56 ☆斎藤 新�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 516＋ 21：36．4クビ 206．6�

11 レッドブロンクス 牡3黒鹿54 西村 淳也 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480＋121：36．5� 20．5�
611 シ ャ ル ロ ワ 牝3鹿 52 川須 栄彦 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム 482－ 21：36．92� 40．0�
714 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡6黒鹿57 藤井勘一郎 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B496＋ 81：37．11� 248．4�
36 ショウナンラペット 牝3鹿 52 
島 克駿�湘南 池添 兼雄 登別 青藍牧場 418＋101：37．31� 50．3�
24 � メートルムナール 牡3鹿 54 岡田 祥嗣�ラ・メール 安田 隆行 愛 Kenilworth

House Stud 488＋ 6 〃 ハナ 359．1�
817 カ ヴ ァ ス 牡3黒鹿54 松若 風馬 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－101：37．61	 186．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 87，321，800円 複勝： 110，191，200円 枠連： 32，911，300円
馬連： 143，598，900円 馬単： 55，959，000円 ワイド： 113，991，000円
3連複： 223，387，200円 3連単： 248，787，600円 計： 1，016，148，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 330円 � 170円 � 130円 枠 連（5－7） 2，100円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 10，210円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 670円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 27，280円

票 数

単勝票数 計 873218 的中 � 41106（6番人気）
複勝票数 計1101912 的中 � 60155（6番人気）� 169059（2番人気）� 293138（1番人気）
枠連票数 計 329113 的中 （5－7） 12098（11番人気）
馬連票数 計1435989 的中 �� 26904（14番人気）
馬単票数 計 559590 的中 �� 4110（32番人気）
ワイド票数 計1139910 的中 �� 21592（12番人気）�� 40900（6番人気）�� 134287（1番人気）
3連複票数 計2233872 的中 ��� 58638（5番人気）
3連単票数 計2487876 的中 ��� 6611（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．7―47．9―1：00．0―1：11．6―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 ・（4，12）14（2，7，17）15（6，10）（1，5，16，18）（3，9）（8，11）13 4 ・（4，12）14（2，7，17）（15，18）（1，6）10（3，5，16，9）（8，11）－13

勝馬の
紹 介

アーデンフォレスト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．11．3 京都2着

2016．2．8生 牡4黒鹿 母 ロ ザ リ ン ド 母母 シ ー ザ リ オ 6戦2勝 賞金 18，400，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 アメージングラン号
（非抽選馬） 4頭 ステイグリーン号・テイエムミラージュ号・ホッコーメヴィウス号・マートルフィールド号



（2阪神4）第5日 7月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 184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

204，920，000円
5，620，000円
25，790，000円
1，310，000円
23，820，000円
76，567，000円
5，060，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
619，277，900円
910，520，700円
189，630，000円
1，054，193，400円
453，133，000円
865，441，600円
1，619，887，100円
1，905，748，400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 7，617，832，100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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