
18001 7月4日 小雨 重 （2阪神4） 第1日 第1競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時00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
1：32．7
1：32．3

良
良

11 ホウオウアマゾン 牡2栗 54 川田 将雅小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490－ 41：36．1 3．9�
55 スーパーホープ 牡2黒鹿54 福永 祐一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 506－ 41：36．31� 4．8�
67 マイネルニルソン 牡2青鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 日高 Wing Farm 446－ 21：36．4クビ 47．3�
22 トウシンモンブラン 牝2鹿 54 松山 弘平�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 456－ 21：36．61� 5．6�
44 マイネルジェロディ 牡2青鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 81：37．13 3．6�
812 マカオンドール 牡2芦 54 �島 克駿關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 474－ 21：37．2	 12．7	
79 クールシャワー 牡2鹿 54 藤井勘一郎川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 チェスナット

ファーム 460－ 6 〃 ハナ 13．8

710 サ ル マ ン 牡2芦 54 川又 賢治吉田 晴哉氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 502－121：37．83� 15．4�
56 ショウナンライフク 牝2黒鹿54 松若 風馬�湘南 西村 真幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 454－ 21：38．11	 87．7
33 ス ー ゼ ル 牝2栗 54 浜中 俊門野 重雄氏 長谷川浩大 洞
湖 レイクヴィラファーム 452± 01：38．41� 96．7�
68 エ ル シ ノ ア 牡2青鹿 54

53 ☆富田 暁�杵臼牧場 武 英智 浦河 杵臼牧場 546－ 41：39．25 187．2�
811 ケルンクリエイター 牡2栗 54 �島 良太谷和 光彦氏 松田 国英 新冠 村上 欽哉 B464± 01：39．3	 189．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，873，200円 複勝： 78，440，300円 枠連： 9，396，300円
馬連： 68，002，800円 馬単： 33，144，700円 ワイド： 67，391，800円
3連複： 105，921，000円 3連単： 126，148，200円 計： 534，318，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 170円 � 990円 枠 連（1－5） 880円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，940円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 10，980円 3 連 単 ��� 38，070円

票 数

単勝票数 計 458732 的中 � 98710（2番人気）
複勝票数 計 784403 的中 � 169433（2番人気）� 126718（3番人気）� 13885（8番人気）
枠連票数 計 93963 的中 （1－5） 8258（4番人気）
馬連票数 計 680028 的中 �� 59735（4番人気）
馬単票数 計 331447 的中 �� 14157（7番人気）
ワイド票数 計 673918 的中 �� 52371（3番人気）�� 5503（26番人気）�� 5528（25番人気）
3連複票数 計1059210 的中 ��� 7231（38番人気）
3連単票数 計1261482 的中 ��� 2402（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．3―47．7―1：00．2―1：12．2―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウアマゾン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．6．14 阪神2着

2018．2．12生 牡2栗 母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー 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。
〔制裁〕 トウシンモンブラン号の騎手松山弘平は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・5番・9番・

10番・11番）

18002 7月4日 小雨 不良 （2阪神4） 第1日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

713 スエーニョブランコ 牝3芦 54 福永 祐一藤田 在子氏 上村 洋行 日高 天羽 禮治 496＋ 21：24．2 3．4�
815 トレッファー 牝3栗 54 和田 竜二 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 422± 0 〃 クビ 5．7�
24 バ ー ミ ー ズ 牝3鹿 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 増本 良孝 456± 01：24．62� 4．6�
611 エイシンマシーン 牝3鹿 54 川須 栄彦平井 克彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 434－ 41：25．23� 45．7�
48 フィナールショコラ 牝3黒鹿54 松山 弘平吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 412± 0 〃 アタマ 3．6	
36 リバーランド 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 414＋ 21：25．3� 40．6

35 アマデトワール 牝3鹿 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 21：25．61� 22．9�
612 ヒ ボ ン 牝3鹿 54 松若 風馬木部 厳生氏 �島 一歩 日高 木部ファーム 486± 01：26．23� 9．7�
510 ワイドディスボン 牝3鹿 54 �島 克駿幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 浦新 徳司 492＋ 61：26．3クビ 50．5
12 イ ダ 牝3鹿 54 小牧 太中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 高昭牧場 412－ 2 〃 ハナ 54．9�
714 センショウレサイヤ 牝3鹿 54 小崎 綾也川勝 裕之氏 小崎 憲 新ひだか 藤原牧場 430－141：26．51� 31．2�
47 カ ン ゼ オ ン 牝3黒鹿54 高倉 稜阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 山田 昇史 416－ 61：26．6クビ 464．9�
59 グランソフィア 牝3栗 54 藤井勘一郎林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 424－ 2 〃 アタマ 248．5�
816 アクターヒロイン 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 452＋ 8 〃 ハナ 61．5�

11 シティリズム 牝3鹿 54 荻野 極飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 436＋ 61：28．09 301．0�
23 ノ ヴ ァ エ ラ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁 �ローレルレーシング 新谷 功一 新冠 松浦牧場 426＋ 41：30．8大差 182．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，239，100円 複勝： 62，744，600円 枠連： 9，872，500円
馬連： 62，006，500円 馬単： 26，195，900円 ワイド： 57，595，000円
3連複： 102，805，000円 3連単： 98，729，100円 計： 458，187，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 170円 � 140円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 480円 �� 370円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 9，910円

票 数

単勝票数 計 382391 的中 � 87816（1番人気）
複勝票数 計 627446 的中 � 108372（3番人気）� 84830（4番人気）� 123460（1番人気）
枠連票数 計 98725 的中 （7－8） 8627（4番人気）
馬連票数 計 620065 的中 �� 36678（5番人気）
馬単票数 計 261959 的中 �� 8019（8番人気）
ワイド票数 計 575950 的中 �� 29987（5番人気）�� 41763（3番人気）�� 27451（7番人気）
3連複票数 計1028050 的中 ��� 37046（4番人気）
3連単票数 計 987291 的中 ��� 7219（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．4―46．6―59．1―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スエーニョブランコ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Johannesburg デビュー 2020．3．1 中京4着

2017．2．25生 牝3芦 母 ビーラヴリー 母母 Superb in Roses 3戦1勝 賞金 6，640，000円
〔騎手変更〕 アマデトワール号の騎手岩田望来は，病気のため太宰啓介に変更。
〔その他〕 シティリズム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノヴァエラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月4日まで平地競走に出

走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 シティリズム号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年8月4日まで出走できない。

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

第４回 阪神競馬 第１日



18003 7月4日 雨 不良 （2阪神4） 第1日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

48 テイエムホイッスル 牡3栗 56 幸 英明竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 462－ 81：51．2 2．6�
713 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 498－ 21：51．83� 5．1�
815 サクセスバローズ 牡3鹿 56 藤井勘一郎猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 446± 01：52．43� 34．6�
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 402＋ 21：52．93 41．4�
35 エイシンファイター 牡3青鹿56 松山 弘平�栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 494＋ 6 〃 ハナ 6．4�
24 シャーベットフィズ 牡3黒鹿56 福永 祐一橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 466＋ 4 〃 アタマ 3．1	
816 サ ー コ 牡3鹿 56 国分 優作石川 幸司氏 大根田裕之 新ひだか 徳本 幸雄 456－ 41：53．32� 38．0

59 キングリアリティー 牡3鹿 56 岩崎 翼伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新ひだか 村上牧場 462－ 4 〃 ハナ 416．1�
11 アネクスペクティド 牡3芦 56 川須 栄彦W．ギャロー氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 554－ 61：53．51� 21．9�
36 ナ ム ラ ル イ 牡3青鹿56 荻野 極奈村 信重氏 湯窪 幸雄 新ひだか 野坂牧場 470＋ 61：53．71� 71．6
12 レッドロジンカ �3栗 56 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－ 81：54．12� 51．6�
714 キョウワドライヴ 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新浅川 昌彦氏 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 508＋ 81：54．52� 146．0�
612 キャプテンカーク 牡3芦 56 長岡 禎仁佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B440－ 81：55．45 179．6�
47 マテンロウヴァモス 牡3青鹿56 岡田 祥嗣寺田千代乃氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 516－121：56．25 34．7�
510 ア イ オ ー ン 牡3鹿 56 酒井 学�G1レーシング �島 一歩 安平 追分ファーム 514＋221：56．3� 292．9�
23 エクストラオールド 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希新井 浩明氏 宮本 博 洞	湖 レイクヴィラファーム 488 ―1：59．3大差 223．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，954，700円 複勝： 55，232，700円 枠連： 9，799，700円
馬連： 58，969，200円 馬単： 26，418，600円 ワイド： 52，821，300円
3連複： 93，927，500円 3連単： 98，906，800円 計： 436，030，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 170円 � 670円 枠 連（4－7） 640円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，310円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 6，130円 3 連 単 ��� 23，020円

票 数

単勝票数 計 399547 的中 � 118927（1番人気）
複勝票数 計 552327 的中 � 112528（2番人気）� 89487（3番人気）� 15043（9番人気）
枠連票数 計 97997 的中 （4－7） 11800（2番人気）
馬連票数 計 589692 的中 �� 72814（1番人気）
馬単票数 計 264186 的中 �� 18143（1番人気）
ワイド票数 計 528213 的中 �� 51539（1番人気）�� 9593（11番人気）�� 7991（16番人気）
3連複票数 計 939275 的中 ��� 11489（13番人気）
3連単票数 計 989068 的中 ��� 3115（55番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―12．5―12．4―12．7―12．8―12．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．3―35．8―48．2―1：00．9―1：13．7―1：26．2―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムホイッスル �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2019．12．1 阪神中止

2017．3．13生 牡3栗 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 5戦1勝 賞金 5，870，000円
〔騎手変更〕 シャーベットフィズ号の騎手岩田望来は，病気のため福永祐一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクストラオールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月4日まで平地競

走に出走できない。
アイオーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月4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 トキノソマリ号

18004 7月4日 曇 重 （2阪神4） 第1日 第4競走 ��
��2，400�3歳未勝利

発走11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
2：24．1
2：20．6

良
良

24 ロックグラス 牡3鹿 56 秋山真一郎橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 462＋ 22：30．1 6．2�
47 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 426＋ 42：30．52� 7．7�
612 アドマイヤメジャー 牡3鹿 56 和田 竜二近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：30．71 6．5�
714 ゴールデンスターズ �3栗 56 松山 弘平 �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 22：30．91 3．8�
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－ 62：31．0	 19．7	
815 ノーウィック 牡3鹿 56 福永 祐一�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 462－ 2 〃 ハナ 4．1

510 キ ー パ ン チ 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 474＋ 42：31．85 64．1�
11 アーリンアーリン 牝3黒鹿54 小崎 綾也吉田 勝利氏 寺島 良 新冠 ハシモトフアーム 438＋102：32．12 20．9�
713 ヤマニンブレーザー 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 516＋122：32．31
 190．7
48 サトノレガシー 牡3鹿 56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：32．61	 10．2�
611 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 468－ 22：32．7クビ 206．7�
59 マロニエコマン 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 照哉氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 452± 02：33．44 21．9�
817� ファルサルス 牡3栗 56 �島 克駿ゴドルフィン 安田 隆行 米 Al Shaqab

Racing 484－102：33．5� 170．6�
36 トキノソマリ 牡3鹿 56 松若 風馬田中 準市氏 寺島 良 新冠 村田牧場 502－ 62：34．56 40．1�
35 カ ト ゥ ー ア 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 476＋102：35．35 75．9�
12 イチザサンデー 牡3鹿 56 藤井勘一郎奈良﨑孝一郎氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 540－ 42：38．2大差 312．2�
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23 リーガルバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 日高 中原牧場 404－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，338，500円 複勝： 66，081，900円 枠連： 13，363，300円
馬連： 58，328，400円 馬単： 25，105，100円 ワイド： 56，125，200円
3連複： 83，508，000円 3連単： 81，443，600円 計： 423，294，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 220円 � 200円 枠 連（2－4） 1，070円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 770円 �� 720円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 26，180円

票 数

単勝票数 差引計 393385（返還計 20524） 的中 � 50056（3番人気）
複勝票数 差引計 660819（返還計 32640） 的中 � 101082（3番人気）� 74714（5番人気）� 83957（4番人気）
枠連票数 差引計 133633（返還計 2461） 的中 （2－4） 9677（6番人気）
馬連票数 差引計 583284（返還計 65595） 的中 �� 19026（10番人気）
馬単票数 差引計 251051（返還計 27691） 的中 �� 4583（18番人気）
ワイド票数 差引計 561252（返還計 72357） 的中 �� 18844（9番人気）�� 20316（7番人気）�� 15110（11番人気）
3連複票数 差引計 835080（返還計181623） 的中 ��� 12994（14番人気）
3連単票数 差引計 814436（返還計170016） 的中 ��� 2255（74番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．5―13．0―12．5―12．5―12．8―12．8―13．2―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．1―36．6―49．6―1：02．1―1：14．6―1：27．4―1：40．2―1：53．4―2：05．7―2：17．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F36．7
1
3
7，11，9，4（1，16）12－15，2－（8，10）－（5，6，17）（13，14）
7（11，4）（9，1，16）12－15－（8，10）14，6，17，13－（5，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロックグラス �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．1．11 京都8着

2017．3．20生 牡3鹿 母 サトノコンドル 母母 ソウスマッグ 9戦1勝 賞金 10，210，000円
〔騎手変更〕 リーガルバローズ号の騎手岩田望来は，病気のため浜中俊に変更。
〔競走除外〕 リーガルバローズ号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カトゥーア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月4日まで平地競走に出

走できない。
イチザサンデー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月4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〕 マスティマ号・ファルサルス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月4日まで平地競走
に出走できない。

※トキノソマリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



18005 7月4日 曇 重 （2阪神4） 第1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 ジャカランダレーン 牝2黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 434 ―1：24．6 2．2�

11 ジャンカズマ 牡2鹿 54 川田 将雅合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 448 ―1：25．34 5．6�
612 アスカノミライ 牡2黒鹿54 �島 克駿豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 488 ― 〃 クビ 93．5�
713 ニシノレガシー 牡2青鹿54 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 512 ―1：25．51 29．3�
12 ピエナパプリカ 牡2栗 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 浦河 岡本 昌市 440 ―1：25．6� 163．3�
59 エイシンイシュタル 牝2栗 54 川須 栄彦平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 442 ―1：25．81� 40．2	
35 ラマルセイエーズ 牝2鹿 54 和田 竜二岡田 牧雄氏 森田 直行 新冠 タニグチ牧場 456 ―1：25．9� 47．4

24 スカーレットジンク 牡2芦 54

51 ▲泉谷 楓真�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 460 ―1：26．32� 49．7�
48 チェックメイト 牡2栗 54 秋山真一郎川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 504 ―1：26．51 23．9
36 リュウールドレ 牝2栗 54 浜中 俊 �ローレルレーシング 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 404 ―1：26．6� 12．4�
815 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 444 ―1：26．81� 45．5�
816 レッドロムルス 牡2栗 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452 ―1：27．54 9．7�
23 テンシノココロ 牡2栗 54

53 ☆斎藤 新 COCORO組合 佐々木晶三 新冠 佐藤牧場 440 ―1：28．24 232．1�
611 ル ク ク 牡2鹿 54 松若 風馬江馬 由将氏 杉山 晴紀 日高 門別山際牧場 422 ―1：28．51� 107．3�
714 シャスティーナ 牝2鹿 54 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 466 ―1：28．81� 29．8�
47 ユリシスブルー 牝2栗 54 松山 弘平 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 520 ― 〃 アタマ 6．8�
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売 得 金
単勝： 55，086，000円 複勝： 57，694，400円 枠連： 12，031，800円
馬連： 61，773，600円 馬単： 28，813，000円 ワイド： 56，109，800円
3連複： 93，549，700円 3連単： 98，432，500円 計： 463，490，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 160円 � 1，150円 枠 連（1－5） 600円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，880円 �� 4，870円

3 連 複 ��� 10，440円 3 連 単 ��� 29，050円

票 数

単勝票数 計 550860 的中 � 209409（1番人気）
複勝票数 計 576944 的中 � 142016（1番人気）� 98577（2番人気）� 8176（13番人気）
枠連票数 計 120318 的中 （1－5） 15537（1番人気）
馬連票数 計 617736 的中 �� 80759（1番人気）
馬単票数 計 288130 的中 �� 26752（1番人気）
ワイド票数 計 561098 的中 �� 61889（1番人気）�� 4532（33番人気）�� 2651（48番人気）
3連複票数 計 935497 的中 ��� 6715（29番人気）
3連単票数 計 984325 的中 ��� 2456（73番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―12．3―12．5―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．1―47．4―59．9―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャカランダレーン �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2018．3．1生 牝2黒鹿 母 ウ リ ウ リ 母母 ウィキウィキ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 スカーレットジンク号の騎手岩田望来は，病気のため泉谷楓真に変更。
〔制裁〕 スカーレットジンク号の騎手泉谷楓真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
〔その他〕 ユリシスブルー号は，最後の直線コース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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャスティーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月4日まで平地競走

に出走できない。

18006 7月4日 曇 不良 （2阪神4） 第1日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

33 デュアリスト 牡2栗 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478 ―1：11．9 1．7�
88 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 ―1：12．0� 4．2�
55 メイショウヨシテル 牡2黒鹿54 松山 弘平松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 446 ―1：12．32 7．4�
22 サムワンスペシャル 牝2黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真大塚 亮一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 438 ―1：13．04 14．2�
（アドマイヤクロノス）

89 ビービーダルク 牝2鹿 54 福永 祐一�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 452 ―1：13．1� 20．2	
66 バイオレットジンク 牝2青鹿54 �島 克駿�フォーレスト 川村 禎彦 新ひだか 嶋田牧場 490 ―1：13．2クビ 12．5

77 ヒミノフラッシュ 牡2黒鹿54 和田 竜二佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 516 ―1：13．62� 52．3�
44 ヒットガール 牝2栗 54 西村 淳也トライスターレーシング 松下 武士 新ひだか 西村牧場 494 ―1：14．45 72．7�
11 アオイホープ 牡2栗 54 川又 賢治内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 464 ―1：19．8大差 132．1
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売 得 金
単勝： 56，421，900円 複勝： 76，710，100円 枠連： 8，034，800円
馬連： 46，562，900円 馬単： 34，698，800円 ワイド： 41，369，900円
3連複： 62，210，000円 3連単： 131，201，400円 計： 457，209，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（3－8） 350円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 240円 �� 420円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，040円

票 数

単勝票数 計 564219 的中 � 274803（1番人気）
複勝票数 計 767101 的中 � 487675（1番人気）� 68125（2番人気）� 58934（3番人気）
枠連票数 計 80348 的中 （3－8） 17728（1番人気）
馬連票数 計 465629 的中 �� 77510（1番人気）
馬単票数 計 346988 的中 �� 49454（1番人気）
ワイド票数 計 413699 的中 �� 61271（1番人気）�� 43876（2番人気）�� 21480（6番人気）
3連複票数 計 622100 的中 ��� 57284（1番人気）
3連単票数 計1312014 的中 ��� 46507（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．1―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．2―47．3―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュアリスト �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 End Sweep 初出走

2018．5．15生 牡2栗 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 サムワンスペシャル号の騎手岩田望来は，病気のため泉谷楓真に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アオイホープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月4日まで平地競走に

出走できない。



18007 7月4日 曇 重 （2阪神4） 第1日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）（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
1：31．9
1：30．3

良
良

811 ラルナブリラーレ 牝3鹿 52 北村 友一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 462± 01：35．3 3．5�
710 カレンシュトラウス 牡3鹿 54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 浦河 高昭牧場 508＋ 21：35．51� 2．6�
812 ヤマニンマヒア 牡4黒鹿57 西村 淳也土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 462＋ 41：35．6� 12．6�
44 スズカメジャー 牡6鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 504± 01：36．55 14．3�
33 ロードマドリード 牡5鹿 57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム B458－ 4 〃 ハナ 13．6	
56 アサケエース 牡3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 418－ 81：36．6� 10．4

55 フェスタマドンナ 牝5鹿 55 川須 栄彦服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 518＋ 21：36．92 47．7�
79 ラ ボ エ ー ム 牝3黒鹿52 国分 優作ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 448± 01：37．11� 133．2�
68 ジュンサロベツ 牝4黒鹿55 藤井勘一郎河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：37．2クビ 39．5
67 � シーシャンティ 牡5鹿 57 和田 竜二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486＋ 41：37．94 74．5�
22 ソルトキャピタル 牡3鹿 54 幸 英明杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 502－ 61：38．0クビ 5．1�
11 ソ ツ ナ サ 牡3鹿 54 浜中 俊佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 450－ 21：38．95 198．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，085，800円 複勝： 78，507，300円 枠連： 12，006，000円
馬連： 82，811，800円 馬単： 35，652，000円 ワイド： 73，695，100円
3連複： 119，125，800円 3連単： 139，702，400円 計： 594，586，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 130円 � 250円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 270円 �� 620円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 7，160円

票 数

単勝票数 計 530858 的中 � 120324（2番人気）
複勝票数 計 785073 的中 � 149451（2番人気）� 177042（1番人気）� 61718（5番人気）
枠連票数 計 120060 的中 （7－8） 26406（1番人気）
馬連票数 計 828118 的中 �� 118023（1番人気）
馬単票数 計 356520 的中 �� 22863（2番人気）
ワイド票数 計 736951 的中 �� 77049（1番人気）�� 28458（7番人気）�� 27622（9番人気）
3連複票数 計1191258 的中 ��� 53314（3番人気）
3連単票数 計1397024 的中 ��� 14129（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．9―47．8―59．5―1：11．2―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラルナブリラーレ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2019．9．22 阪神4着

2017．4．26生 牝3鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 7戦2勝 賞金 19，150，000円
〔騎手変更〕 スズカメジャー号の騎手岩田望来は，病気のため福永祐一に変更。

18008 7月4日 曇 不良 （2阪神4） 第1日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：08．8
1：08．7

重
重

712 コパノフィーリング 牝3鹿 52 北村 友一小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 462＋ 61：10．4 5．9�
45 ロ マ ネ ス ク 牝3青鹿52 和田 竜二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋ 41：10．93 4．3�
46 メイショウヒバリ 牝3栗 52

49 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 462± 01：11．0� 13．2�
711 ファイヤーテーラー 牝3栗 52 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 474＋ 41：11．1� 2．0�
813 ウェーブガイア 牝5栗 55 川又 賢治万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460＋ 2 〃 クビ 22．4�
814 メイショウユリシス 牝3黒鹿 52

49 ▲服部 寿希松本 好	氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 468－ 61：11．31� 32．8

58 オーシャンズ 牝3鹿 52 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 金成吉田牧場 494± 0 〃 クビ 8．0�
57 キクノロージズ 牝5芦 55 松若 風馬菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 484－ 21：11．4クビ 38．8�
69 	 コハルビヨリ 牝4鹿 55 国分 優作飯田 良枝氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 494＋ 81：11．61 204．5
22 	 ベストチャーム 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 422± 0 〃 アタマ 60．0�
610 ダイヤクイン 牝4芦 55 藤懸 貴志大野 數芳氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 482± 01：12．02� 83．8�
33 アトレヴィード 牝5鹿 55

54 ☆斎藤 新吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：12．1� 304．0�
34 	 メイショウオウギ 牝4芦 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 440＋10 〃 アタマ 64．5�
11 	 ナオアンドユリ 牝6青鹿55 
島 良太松岡 研司氏 高柳 大輔 新ひだか 武 牧場 482＋ 41：12．52� 471．0�
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売 得 金
単勝： 58，234，000円 複勝： 86，244，400円 枠連： 17，973，800円
馬連： 88，255，500円 馬単： 42，173，000円 ワイド： 77，907，200円
3連複： 133，840，600円 3連単： 157，335，400円 計： 661，963，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 180円 � 340円 枠 連（4－7） 320円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，180円 �� 920円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 36，090円

票 数

単勝票数 計 582340 的中 � 78667（3番人気）
複勝票数 計 862444 的中 � 112428（3番人気）� 137322（2番人気）� 55941（5番人気）
枠連票数 計 179738 的中 （4－7） 43023（1番人気）
馬連票数 計 882555 的中 �� 40241（6番人気）
馬単票数 計 421730 的中 �� 9565（11番人気）
ワイド票数 計 779072 的中 �� 31187（6番人気）�� 16624（14番人気）�� 21687（10番人気）
3連複票数 計1338406 的中 ��� 14823（20番人気）
3連単票数 計1573354 的中 ��� 3160（108番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．8―12．1―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．7―46．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノフィーリング �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Fasliyev デビュー 2019．6．22 函館2着

2017．3．5生 牝3鹿 母 マ ザ イ 母母 Moonlady 4戦2勝 賞金 15，500，000円
〔騎手変更〕 コパノフィーリング号の騎手岩田望来は，病気のため北村友一に変更。



18009 7月4日 曇 重 （2阪神4） 第1日 第9競走 ��
��2，000�

い く た

生 田 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

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 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 ポ タ ジ ェ 牡3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 452± 02：03．2 1．4�

77 ペプチドオーキッド 牡5鹿 57 松山 弘平沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 490＋ 62：03．41� 5．5�
33 ムーンショット 牡3鹿 54 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 454± 02：04．46 6．5�
810 ベストクィーン 牝4栗 55 	島 克駿田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 420－ 22：04．82
 24．5�
89 エイトマイル 牡4芦 57 西村 淳也 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 492＋122：05．01 14．4�
11 バルンストック 牡3黒鹿54 荻野 極 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 桜井牧場 466＋ 42：05．21� 36．6	
78 � ス テ ィ ー ン 牡4鹿 57 藤井勘一郎ゴドルフィン 池江 泰寿 愛 Zalim Bifov 488＋122：05．3� 15．6

22 シゲルヒカルダイヤ 牡4鹿 57 幸 英明森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536－ 22：06．25 40．7�
44 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 536＋ 62：07．05 97．2�
55 アナザードリーム 4鹿 57 松若 風馬山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 470＋182：10．4大差 102．3
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売 得 金
単勝： 51，707，400円 複勝： 183，828，100円 枠連： 14，335，500円
馬連： 77，885，300円 馬単： 49，814，600円 ワイド： 61，828，600円
3連複： 110，593，400円 3連単： 235，790，200円 計： 785，783，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（6－7） 230円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 170円 �� 190円 �� 350円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 1，460円

票 数

単勝票数 計 517074 的中 � 277655（1番人気）
複勝票数 計1838281 的中 � 1384942（1番人気）� 117475（2番人気）� 94417（3番人気）
枠連票数 計 143355 的中 （6－7） 46537（1番人気）
馬連票数 計 778853 的中 �� 161420（2番人気）
馬単票数 計 498146 的中 �� 82904（1番人気）
ワイド票数 計 618286 的中 �� 102384（1番人気）�� 83977（2番人気）�� 37275（5番人気）
3連複票数 計1105934 的中 ��� 167119（1番人気）
3連単票数 計2357902 的中 ��� 116999（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．1―48．6―1：00．9―1：13．4―1：26．0―1：38．2―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポ タ ジ ェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．9．29 中山1着

2017．2．4生 牡3鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 5戦2勝 賞金 32，971，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アナザードリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月4日まで平地競

走に出走できない。

18010 7月4日 曇 重 （2阪神4） 第1日 第10競走 ��
��1，200�

あ し や が わ

芦 屋 川 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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

55 ビ ア イ 牝3青鹿52 原田 和真副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B484＋ 21：10．7 5．3�
44 サンキューユウガ 牡4青鹿57 松山 弘平田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 今 牧場 520＋10 〃 ハナ 1．5�
22 ロードアクア 牡4鹿 57 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 464± 01：11．23 5．8�
11 レッドシャーロット 牝5鹿 55 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 476＋ 41：11．51� 14．3�
33 ディアボレット 牝5栗 55 酒井 学�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 476＋ 8 〃 クビ 25．4�
66 ブラックダンサー 牝4黒鹿55 西村 淳也前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 ハナ 41．2	
77 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 444＋ 21：11．82 202．6

89 マッスルマサムネ 	5鹿 57 浜中 俊塩澤 正樹氏 池添 学 洞
湖 レイクヴィラファーム 490＋ 21：12．01� 20．6�
78 ベ ル ス ー ル 牝4黒鹿55 和田 竜二 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 452－ 81：12．95 25．2
810 サイモンミラベル 牝6栗 55 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 478－ 21：13．53� 85．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 62，912，400円 複勝： 115，238，500円 枠連： 14，112，400円
馬連： 99，447，400円 馬単： 57，819，800円 ワイド： 71，849，700円
3連複： 136，803，900円 3連単： 271，086，400円 計： 829，270，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（4－5） 370円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 180円 �� 290円 �� 170円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 3，030円

票 数

単勝票数 計 629124 的中 � 94228（2番人気）
複勝票数 計1152385 的中 � 118811（2番人気）� 681423（1番人気）� 110554（3番人気）
枠連票数 計 141124 的中 （4－5） 29540（1番人気）
馬連票数 計 994474 的中 �� 190974（2番人気）
馬単票数 計 578198 的中 �� 41597（3番人気）
ワイド票数 計 718497 的中 �� 109660（2番人気）�� 51697（3番人気）�� 117941（1番人気）
3連複票数 計1368039 的中 ��� 213171（1番人気）
3連単票数 計2710864 的中 ��� 64736（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．7―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―35．7―47．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ ア イ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アッミラーレ デビュー 2019．7．14 中京2着

2017．3．24生 牝3青鹿 母 ビューティアイ 母母 ビューティソング 18戦3勝 賞金 37，784，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 レッドシャーロット号の騎手岩田望来は，病気のため福永祐一に変更。



18011 7月4日 曇 不良 （2阪神4） 第1日 第11競走 ��
��1，400�大阪スポーツ杯

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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

東京スポーツ新聞社賞（1着）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

713 メイショウテンスイ 牡3栗 54 川田 将雅松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 510± 01：22．2 2．6�
816 サトノギャロス 牡4鹿 56 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 518－ 6 〃 クビ 5．3�
11 エイシンポジション 牝4鹿 53 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 434＋ 41：22．41� 5．6�
612 ゴールドラグーン 牡4栗 55 荻野 極吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 490－12 〃 アタマ 52．6�
24 � ジャスパーウィン 牡5栗 55 小牧 太加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 504± 01：22．5クビ 14．6�
815 フィールドセンス 牡6鹿 56 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 540－ 41：22．71� 12．0	
611 シャドウハンター 牡4栗 55 斎藤 新飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 532－ 2 〃 アタマ 21．6

12 タガノプレトリア 牡5鹿 55 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 4 〃 ハナ 12．6�
510 メイショウヴォルガ 牡6鹿 53 酒井 学松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 500＋101：23．01	 118．5�
48 メイショウコゴミ 牝5鹿 53 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 444－121：23．21� 21．6
23 マッスルビーチ 牡4黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 2 〃 ハナ 12．2�
714 ロングベスト 牡6鹿 54 秋山真一郎中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 522＋ 21：23．3クビ 84．3�
47 スマートアルタイル 牡5栗 55 浜中 俊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 464＋ 21：23．83 33．2�
59 ク ラ イ シ ス 牡7鹿 55 北村 友一前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 41：24．01� 45．6�
36 ジュエアトゥー �6栗 54 松若 風馬首藤 徳氏 坂口 智康 新ひだか 谷岡牧場 494－ 61：24．1クビ 124．6�

（15頭）
35 ヨドノビクトリー 牡6鹿 54 松山 弘平海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 510＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 97，693，400円 複勝： 161，545，800円 枠連： 62，061，100円
馬連： 272，613，000円 馬単： 89，046，200円 ワイド： 200，055，500円
3連複： 468，888，300円 3連単： 456，900，200円 計： 1，808，803，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 170円 � 170円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 390円 �� 360円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 7，460円

票 数

単勝票数 差引計 976934（返還計 20754） 的中 � 297075（1番人気）
複勝票数 差引計1615458（返還計 51299） 的中 � 401711（1番人気）� 213978（2番人気）� 213265（3番人気）
枠連票数 差引計 620611（返還計 813） 的中 （7－8） 85636（1番人気）
馬連票数 差引計2726130（返還計175385） 的中 �� 253698（1番人気）
馬単票数 差引計 890462（返還計 58919） 的中 �� 47788（1番人気）
ワイド票数 差引計2000555（返還計161716） 的中 �� 137280（2番人気）�� 149614（1番人気）�� 47953（10番人気）
3連複票数 差引計4688883（返還計602288） 的中 ��� 152288（2番人気）
3連単票数 差引計4569002（返還計552822） 的中 ��� 44350（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．0―12．1―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―34．0―46．0―58．1―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウテンスイ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．10．20 東京1着

2017．3．3生 牡3栗 母 フラワーガイア 母母 フラワーキャット 7戦3勝 賞金 49，660，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔騎手変更〕 エイシンポジション号の騎手岩田望来は，病気のため福永祐一に変更。
〔競走除外〕 ヨドノビクトリー号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔右下腿部蹴傷〕を発症したため競走除外。発走時刻6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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アユツリオヤジ号・ゲキリン号・シェパードボーイ号・ショウナンカイドウ号・スナークスター号・

テイエムジョウネツ号・ニューモニュメント号・プレシャスルージュ号・メイショウギガース号

18012 7月4日 曇 不良 （2阪神4） 第1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

22 メイショウカズサ 牡3栗 54 松山 弘平松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B478＋ 41：49．4 4．1�
68 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 474－ 2 〃 ハナ 3．3�
812 タガノウィリアム 牡3黒鹿54 小牧 太八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 0 〃 ハナ 6．4�
33 ダンツエリーゼ 牝3青鹿52 松若 風馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 530＋101：49．93 6．8�
811 ザプラウドワンズ �4鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 500－ 21：50．85 132．0�
710 マイサンシャイン 牡4栗 57 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 474－ 21：50．9クビ 4．1�
67 メイショウオオタカ 牡4鹿 57 岩崎 翼松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 492± 0 〃 クビ 45．4	
44 � ゼットセントラル �4黒鹿57 藤懸 貴志高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 482－ 61：51．43 222．9

11 エイカイキング 牡5栗 57 幸 英明二木 英德氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 484± 01：51．82� 31．1�
56 サンライズラポール 牡3栗 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 502－ 41：52．01	 13．7�
55 キングサムソン 牡8鹿 57 酒井 学伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 61：52．21	 45．3
79 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± 01：55．7大差 97．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 77，596，500円 複勝： 100，532，100円 枠連： 20，874，200円
馬連： 152，142，500円 馬単： 62，342，300円 ワイド： 106，048，200円
3連複： 216，326，200円 3連単： 284，205，200円 計： 1，020，067，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 150円 � 170円 枠 連（2－6） 800円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 380円 �� 420円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 計 775965 的中 � 148516（3番人気）
複勝票数 計1005321 的中 � 184573（1番人気）� 176640（2番人気）� 139936（4番人気）
枠連票数 計 208742 的中 （2－6） 20209（2番人気）
馬連票数 計1521425 的中 �� 143582（3番人気）
馬単票数 計 623423 的中 �� 25021（5番人気）
ワイド票数 計1060482 的中 �� 72714（3番人気）�� 63235（6番人気）�� 69369（4番人気）
3連複票数 計2163262 的中 ��� 119983（3番人気）
3連単票数 計2842052 的中 ��� 23481（21番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．9―12．0―11．9―12．5―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．4―48．4―1：00．3―1：12．8―1：25．0―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウカズサ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．9．16 阪神10着

2017．4．29生 牡3栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 10戦2勝 賞金 22，200，000円
〔騎手変更〕 マイサンシャイン号の騎手岩田望来は，病気のため福永祐一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムイブシギン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月4日まで平地

競走に出走できない。



（2阪神4）第1日 7月4日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 158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

191，980，000円
3，020，000円
24，080，000円
1，150，000円
21，260，000円
64，927，000円
4，345，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
676，142，900円
1，122，800，200円
203，861，400円
1，128，798，900円
511，224，000円
922，797，300円
1，727，499，400円
2，179，881，400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 8，473，005，500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1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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