
18037 7月12日 晴 稍重 （2阪神4） 第4日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時00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
1：08．6
1：07．8

良
良

55 モントライゼ 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482± 01：10．2 1．3�
89 リサコーハク 牝2栗 54 �島 克駿八木 光博氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 430－ 61：11．9大差 36．6�
11 シューラヴァラ 牡2黒鹿54 和田 竜二高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 440－ 41：12．0� 60．6�
77 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± 01：12．21	 16．0�
78 アルーリングギフト 牡2栗 54 武 豊 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 21：12．41 4．0�
66 セイウンノウヒメ 牝2青 54 秋山真一郎西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 �川 啓一 454＋101：13．14 39．7	
22 タイセイロワイヤル 牡2鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 森田 直行 新冠 大狩部牧場 482＋ 81：13．2
 11．6

33 プレジールミノル 牡2栗 54 西村 淳也吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 478－ 4 〃 クビ 96．7�
810 タ カ ミ ズ 牝2栗 54 浜中 俊清水 義德氏 吉田 直弘 浦河 ヒダカフアーム 434－ 81：13．62
 55．4�
44 クリノロッサ 牝2青鹿 54

53 ☆富田 暁栗本 博晴氏 大根田裕之 むかわ 市川牧場 434＋101：14．23
 180．7
（10頭）

売 得 金
単勝： 45，159，500円 複勝： 122，428，200円 枠連： 8，361，300円
馬連： 55，874，200円 馬単： 40，935，300円 ワイド： 48，043，300円
3連複： 84，964，900円 3連単： 181，297，400円 計： 587，064，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 390円 � 440円 枠 連（5－8） 1，060円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 530円 �� 760円 �� 6，340円

3 連 複 ��� 11，460円 3 連 単 ��� 32，180円

票 数

単勝票数 計 451595 的中 � 261064（1番人気）
複勝票数 計1224282 的中 � 945075（1番人気）� 20319（5番人気）� 17485（7番人気）
枠連票数 計 83613 的中 （5－8） 6102（3番人気）
馬連票数 計 558742 的中 �� 25067（4番人気）
馬単票数 計 409353 的中 �� 12909（7番人気）
ワイド票数 計 480433 的中 �� 24578（5番人気）�� 16547（8番人気）�� 1802（32番人気）
3連複票数 計 849649 的中 ��� 5558（26番人気）
3連単票数 計1812974 的中 ��� 4084（74番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．6―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．2―46．6―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モントライゼ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Nayef デビュー 2020．6．13 阪神2着

2018．4．4生 牡2鹿 母 ムーングロウ 母母 Mystic Goddess 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〕 タカミズ号・クリノロッサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月12日まで

平地競走に出走できない。

18038 7月12日 晴 重 （2阪神4） 第4日 第2競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

48 ストークダバノン 牡3栗 56 浜中 俊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 506＋ 21：52．6 8．4�
35 バロンデッセ 牡3鹿 56 和田 竜二谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 488＋ 21：53．02� 29．6�
612 サトノマッスル 牡3青鹿56 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 454－10 〃 アタマ 45．4�
510 レッドシリウス 牡3青鹿56 松若 風馬髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 530－ 2 〃 クビ 22．9�
714� ケルントナー 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Buscar Sta-
bles, Inc. B492－ 81：53．63� 13．8	

611 ワンダーアマルフィ 牡3鹿 56 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 488－ 4 〃 アタマ 6．9

12 テイエムゴールデン 牡3青鹿 56

55 ☆岩田 望来竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 千代田牧場 468－ 4 〃 クビ 3．0�
816 ア カ ボ シ 牡3黒鹿56 武 豊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532－141：53．7	 4．4�
23 アバディーン 牡3鹿 56 松山 弘平 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 490－ 81：54．65 44．2
11 ワンダージェラート 牡3鹿 56 藤懸 貴志山本 能行氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 458－16 〃 クビ 307．0�
24 ビップテッペン 牡3黒鹿56 川田 将雅鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 446－ 61：54．7クビ 8．9�
59 � スマートキャンディ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真大川 徹氏 音無 秀孝 米 Calumet
Farm 464＋ 41：55．02 208．3�

815 ヘルデンラウフ 牡3鹿 56 
島 良太西尾誠一郎氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 478＋ 21：55．31� 357．1�
713 レッドミダス 牡3鹿 56 西村 淳也 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 アタマ 21．6�
47 タガノトランキーロ 牡3鹿 56 川須 栄彦八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 81：57．1大差 14．1�
36 ヘヴンプレミア 牡3黒鹿56 川又 賢治天堀 忠博氏 森田 直行 新冠 村上 進治 440－ 41：58．37 265．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，330，600円 複勝： 70，573，500円 枠連： 12，091，900円
馬連： 73，471，700円 馬単： 31，131，500円 ワイド： 67，923，300円
3連複： 121，029，400円 3連単： 116，319，200円 計： 536，871，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 410円 � 880円 � 1，330円 枠 連（3－4） 6，480円

馬 連 �� 12，550円 馬 単 �� 18，500円

ワ イ ド �� 4，520円 �� 7，860円 �� 16，670円

3 連 複 ��� 244，010円 3 連 単 ��� 1，081，170円

票 数

単勝票数 計 443306 的中 � 42025（4番人気）
複勝票数 計 705735 的中 � 49408（5番人気）� 20741（10番人気）� 13246（11番人気）
枠連票数 計 120919 的中 （3－4） 1445（23番人気）
馬連票数 計 734717 的中 �� 4536（37番人気）
馬単票数 計 311315 的中 �� 1262（66番人気）
ワイド票数 計 679233 的中 �� 3907（43番人気）�� 2228（54番人気）�� 1046（67番人気）
3連複票数 計1210294 的中 ��� 372（244番人気）
3連単票数 計1163192 的中 ��� 78（1259番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．4―12．6―12．1―12．7―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．9―49．5―1：01．6―1：14．3―1：26．8―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
・（6，7）10，12（4，5，8）14（2，16）－（13，15）9（3，11）－1・（7，8）10，12（6，5）（4，16）（2，14）（13，9，15，11）－3，1

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

勝馬の
紹 介

ストークダバノン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2020．4．12 阪神8着

2017．5．11生 牡3栗 母 ファーストバイオリン 母母 Sunrise Symphony 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘヴンプレミア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月12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〕 ワンダージェラート号・ヘルデンラウフ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月12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。
（非抽選馬） 2頭 クリノガオガオ号・メイショウワシュウ号

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４日



18039 7月12日 晴 稍重 （2阪神4） 第4日 第3競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

611 タンジェリンムーン 牝3芦 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 434＋ 42：04．7 1．8�
11 ヤマカツパトリシア 牝3青 54

53 ☆斎藤 新山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 440－ 82：05．55 6．7�
12 エ ト ヴ ァ ス 牝3鹿 54 松山 弘平薪浦 亨氏 杉山 晴紀 安平 吉田 三郎 458＋ 82：05．71� 10．0�
815 ヴィオリーナ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 454－ 2 〃 クビ 3．8�
48 フ ル ミ ン ト 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来吉田 和美氏 石坂 公一 新ひだか 中田 英樹 488－ 62：06．33� 19．1	
713 エメルヴェイエ 牝3黒鹿54 西村 淳也�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 22：07．15 136．8

47 ショウナンラクエン 牝3黒鹿54 幸 英明国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 静内フアーム 460－ 42：07．2� 65．5�
24 リュクスレジェンド 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム B442－ 22：07．3クビ 222．8�
36 カレンブラッキーナ 牝3青鹿54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 450＋10 〃 クビ 13．0
59 サンブリテニア 牝3栗 54 太宰 啓介 �YGGホースクラブ 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 440－ 22：07．4クビ 103．1�
510 グリーンエンプレス 牝3鹿 54 小牧 太�杵臼牧場 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 444＋ 42：07．61� 346．6�
714 ハイコロラトゥーラ 牝3鹿 54 荻野 極松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 402－ 42：07．81� 365．0�
612 シゲルカリプソ 牝3青鹿54 中井 裕二森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 中央牧場 420± 0 〃 アタマ 488．7�
35 ピエナアルティシア 牝3鹿 54 城戸 義政本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 458＋ 42：08．22� 127．7�
23 セーチェーニ 牝3黒鹿54 松若 風馬永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 458＋102：08．41� 35．0�
816 クッキーショット 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 416＋102：08．5クビ 283．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，495，900円 複勝： 67，917，600円 枠連： 11，663，700円
馬連： 62，152，700円 馬単： 33，547，900円 ワイド： 55，319，600円
3連複： 100，364，900円 3連単： 127，909，500円 計： 505，371，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 190円 枠 連（1－6） 480円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 280円 �� 350円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 6，070円

票 数

単勝票数 計 464959 的中 � 197581（1番人気）
複勝票数 計 679176 的中 � 273037（1番人気）� 72710（3番人気）� 61714（4番人気）
枠連票数 計 116637 的中 （1－6） 18549（2番人気）
馬連票数 計 621527 的中 �� 72373（2番人気）
馬単票数 計 335479 的中 �� 23357（3番人気）
ワイド票数 計 553196 的中 �� 54287（2番人気）�� 40807（3番人気）�� 15107（10番人気）
3連複票数 計1003649 的中 ��� 37962（6番人気）
3連単票数 計1279095 的中 ��� 15263（16番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．1―12．9―12．5―12．5―12．3―12．4―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．8―50．7―1：03．2―1：15．7―1：28．0―1：40．4―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タンジェリンムーン �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2019．11．2 京都3着

2017．5．13生 牝3芦 母 ムーンフェイズ 母母 アフターザサン 8戦1勝 賞金 17，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 ハイコロラトゥーラ号・クッキーショット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月12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 リリークラスター号

18040 7月12日 晴 重 （2阪神4） 第4日 第4競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816 スターズプレミア 牡3鹿 56 川田 将雅 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 460＋ 81：24．7 2．6�
611� ト ロ イ カ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新ゴドルフィン 大久保龍志 米 B. P. Walden Jr.
& P. W. Madden B478－ 61：24．8� 15．4�

713 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 488＋ 21：25．01 10．7�
48 ニ ン ギ ル ス 牡3栗 56 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 444－ 41：25．1	 4．2�
11 ファスタザウインド 牡3黒鹿56 松若 風馬鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 西村 和夫 516＋101：25．31
 23．8�
510 ヴ ィ サ ル ガ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 486－ 81：25．4� 40．8	
714 ピエナファリア 牡3黒鹿56 中井 裕二本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 454－ 21：25．5� 119．6

24 キ ワ ミ �3栗 56 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B468－141：25．71
 28．5�
35 アドマイヤヴェラ 牡3青鹿56 西村 淳也近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B462± 01：25．8	 6．5�
36 メイショウカミング 牡3青鹿56 �島 克駿松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 478－ 61：25．9	 43．3
815 スリーシンフォニー 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗永井商事� 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 524 ―1：26．0� 190．4�
47 エイシンファイター 牡3青鹿56 浜中 俊�栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 496＋ 21：26．21
 8．5�
23 メイショウキソコマ 牡3栗 56 �島 良太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 520＋261：26．83� 410．5�
12 タッシーアンジェラ 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真吉岡 輝美氏 本田 優 日高 川端 正博 472－ 61：27．86 36．1�
612 シュアゲイト 牡3鹿 56 松山 弘平 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 494 ―1：36．0大差 24．0�
（15頭）

59 プラネットルージュ 牝3栗 54 藤井勘一郎古賀 禎彦氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 458 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 47，115，700円 複勝： 61，227，200円 枠連： 12，367，200円
馬連： 62，391，600円 馬単： 27，926，100円 ワイド： 66，106，200円
3連複： 99，796，600円 3連単： 102，132，300円 計： 479，062，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 320円 � 290円 枠 連（6－8） 1，550円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 960円 �� 780円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 6，740円 3 連 単 ��� 27，300円

票 数

単勝票数 差引計 471157（返還計 1360） 的中 � 142961（1番人気）
複勝票数 差引計 612272（返還計 2408） 的中 � 120215（2番人気）� 43448（6番人気）� 49766（5番人気）
枠連票数 差引計 123672（返還計 78） 的中 （6－8） 6170（6番人気）
馬連票数 差引計 623916（返還計 5459） 的中 �� 20901（9番人気）
馬単票数 差引計 279261（返還計 2866） 的中 �� 6545（10番人気）
ワイド票数 差引計 661062（返還計 6651） 的中 �� 17901（11番人気）�� 22202（7番人気）�� 9285（22番人気）
3連複票数 差引計 997966（返還計 17992） 的中 ��� 11102（19番人気）
3連単票数 差引計1021323（返還計 18077） 的中 ��� 2712（78番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．6―12．4―12．4―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―34．5―46．9―59．3―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターズプレミア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Woodman デビュー 2019．9．7 阪神2着

2017．4．2生 牡3鹿 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair 8戦1勝 賞金 12，000，000円
〔競走除外〕 プラネットルージュ号は，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〕 シュアゲイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月12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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ゴッドオプティマス号・サツキヒューズ号・ナムラサンシロー号・ビーディオネ号・ヤマニンプルニエ号



18041 7月12日 晴 稍重 （2阪神4） 第4日 第5競走 ��1，800�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
1：45．6
1：44．5

良
良

66 ヨーホーレイク 牡2鹿 54 武 豊金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492 ―1：51．4 1．4�

33 セファーラジエル 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 494 ―1：51．5� 3．5�
44 ピ エ ス 牡2鹿 54 川須 栄彦�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ―1：51．92� 24．5�
55 パラダイスアレイ 牡2青鹿54 和田 竜二橋元 勇氣氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：52．75 10．0�
22 スマッシャー 牡2鹿 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 454 ―1：53．65 16．3	
77 ビブラマリエ 牝2芦 54 松若 風馬 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 424 ―1：53．91� 43．5

11 トウカイクラルテ 牡2鹿 54 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 470 ―1：55．8大差 37．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 50，445，800円 複勝： 49，981，800円 枠連： 発売なし
馬連： 42，183，100円 馬単： 38，723，200円 ワイド： 27，161，000円
3連複： 49，240，000円 3連単： 170，241，200円 計： 427，976，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 250円

ワ イ ド �� 120円 �� 320円 �� 440円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 1，350円

票 数

単勝票数 計 504458 的中 � 275502（1番人気）
複勝票数 計 499818 的中 � 336696（1番人気）� 79993（2番人気）
馬連票数 計 421831 的中 �� 178722（1番人気）
馬単票数 計 387232 的中 �� 113132（1番人気）
ワイド票数 計 271610 的中 �� 81807（1番人気）�� 16840（5番人気）�� 11333（7番人気）
3連複票数 計 492400 的中 ��� 56223（3番人気）
3連単票数 計1702412 的中 ��� 91349（3番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―12．6―12．8―12．5―12．2―11．8―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―38．1―50．9―1：03．4―1：15．6―1：27．4―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 ・（2，4）7（3，6）（5，1） 4 ・（2，4）（7，6）（5，3）1

勝馬の
紹 介

ヨーホーレイク �

父 ディープインパクト �


母父 フレンチデピュティ 初出走

2018．3．19生 牡2鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

18042 7月12日 晴 稍重 （2阪神4） 第4日 第6競走 ��
��1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

710 テイエムマジック 牡2栗 54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 494 ―1：25．9 4．0�
57 レッドソルダード 牡2黒鹿 54

53 ☆岩田 望来 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470 ―1：26．21� 3．2�
813 ブッカープライズ 牡2栗 54 和田 竜二 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 438 ―1：26．73 49．8�
11 ハ ヌ マ ー ン 牡2青鹿54 中井 裕二小林 昌子氏 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 460 ―1：28．18 26．2�
44 ゼンノアンジュ 牝2鹿 54 �島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 492 ― 〃 アタマ 4．6	
711 ベストオブラック 牡2鹿 54 藤懸 貴志グリーンスウォード羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 472 ―1：28．31	 186．7

45 サプライズギフト 牝2栗 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 浦河 笹島 智則 410 ―1：29．15 9．2�
68 コパノエリック 牝2栗 54 小牧 太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 西村牧場 514 ―1：29．2
 58．1�
69 ダイナストーン 牝2栗 54 武 豊山本又一郎氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 514 ―1：29．3
 16．5
812 マイネルヤングマン 牡2栗 54

53 ☆斎藤 新 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 松浦牧場 432 ―1：29．72
 25．3�

22 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 510 ―1：29．8クビ 26．1�
56 ジェットエンブレム 牡2栗 54 西村 淳也犬塚悠治郎氏 石坂 正 日高 浜本牧場 480 ―1：30．01	 11．6�
33 グランアンセム 牡2鹿 54 荻野 極一村 哲也氏 石坂 正 新ひだか 斉藤スタッド 462 ― 〃 クビ 130．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，418，400円 複勝： 45，531，200円 枠連： 10，557，400円
馬連： 52，543，000円 馬単： 25，471，600円 ワイド： 43，939，800円
3連複： 76，044，900円 3連単： 89，816，900円 計： 385，323，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 150円 � 700円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，130円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 29，130円

票 数

単勝票数 計 414184 的中 � 86814（2番人気）
複勝票数 計 455312 的中 � 85566（2番人気）� 90229（1番人気）� 11462（10番人気）
枠連票数 計 105574 的中 （5－7） 15669（2番人気）
馬連票数 計 525430 的中 �� 65993（1番人気）
馬単票数 計 254716 的中 �� 14439（3番人気）
ワイド票数 計 439398 的中 �� 44085（1番人気）�� 4816（27番人気）�� 6446（22番人気）
3連複票数 計 760449 的中 ��� 7928（24番人気）
3連単票数 計 898169 的中 ��� 2235（92番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．4―12．5―12．4―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．4―46．9―59．3―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F39．0
3 4，6（2，10）8，13－12（5，7）－11，1－9，3 4 ・（4，6，10）（2，8，13）－7＝12（5，11）1－9－3

勝馬の
紹 介

テイエムマジック �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2018．3．27生 牡2栗 母 ハミングライフ 母母 オーバーザウォール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況・騎手変更〕 レッドソルダード号の騎手川田将雅は，検査のため岩田望来に変更。検量及び装鞍のやり直しのため発

走時刻7分遅延。



18043 7月12日 晴 稍重 （2阪神4） 第4日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）（500万円以下）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

612 オースミムテキ 牡4黒鹿 57
56 ☆岩田 望来�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472－ 41：10．9 2．4�

714 ナムラシェパード 牡4鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 470＋ 21：11．0� 4．7�
510 コパノマーキュリー 牡3鹿 54 小牧 太小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 492＋ 21：11．53 39．5�
713 ミヤコシスター 牝3鹿 52 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 470－ 81：11．6� 24．6�
816 オヌシナニモノ 牡3鹿 54 �島 克駿ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 452＋ 21：11．7� 4．0�
611 ハ ニ エ ル 牝4鹿 55 川又 賢治�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 81：11．91	 97．7	
48 ニシノダンテ 牡5青鹿57 原田 和真西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 496± 0 〃 ハナ 155．4

11 ジューンステータス 牡4青鹿57 西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B482－ 2 〃 クビ 21．8�
815 メイショウバルコラ 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 508－ 21：12．0� 33．7�
59 プリサイスショット 牡3鹿 54

53 ☆森 裕太朗山上 和良氏 吉田 直弘 浦河 小林 仁 504± 01：12．31� 77．3
36 サイクロトロン 牡3鹿 54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 9．0�
24 
 ジャコエマリックン 牡4栗 57 藤懸 貴志晴間 芳次氏 中尾 秀正 新ひだか 前川 ミツ 464± 01：12．61� 229．8�
12 レディオマジック 牡3黒鹿54 和田 竜二 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 464＋ 6 〃 ハナ 12．8�
35 
 ミンナノシャチョウ 牡5鹿 57 田中 健 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム B512＋ 41：12．91� 251．0�
47 レ サ イ ヤ 牡4黒鹿 57

54 ▲泉谷 楓真落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 482± 0 〃 クビ 208．3�
23 メイショウアゴニカ 牝3鹿 52 川須 栄彦松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 492＋ 81：14．28 75．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，086，700円 複勝： 76，891，600円 枠連： 14，397，500円
馬連： 92，328，000円 馬単： 39，909，600円 ワイド： 80，162，200円
3連複： 141，926，900円 3連単： 161，721，000円 計： 658，423，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 670円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，520円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 14，700円

票 数

単勝票数 計 510867 的中 � 166048（1番人気）
複勝票数 計 768916 的中 � 221516（1番人気）� 143428（2番人気）� 17193（9番人気）
枠連票数 計 143975 的中 （6－7） 26687（1番人気）
馬連票数 計 923280 的中 �� 139298（1番人気）
馬単票数 計 399096 的中 �� 40113（1番人気）
ワイド票数 計 801622 的中 �� 112427（1番人気）�� 11945（19番人気）�� 8483（22番人気）
3連複票数 計1419269 的中 ��� 22173（14番人気）
3連単票数 計1617210 的中 ��� 7975（37番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．9―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．3―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミムテキ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．12．2 阪神2着

2016．3．8生 牡4黒鹿 母 シンメイスバル 母母 ハイウェイトゥグローリー 10戦2勝 賞金 26，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時30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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルカセイ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウオウギ号

18044 7月12日 晴 稍重 （2阪神4） 第4日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時55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
1：44．4
1：43．9

良
良

44 � ターキッシュパレス 牡3青鹿 54
53 ☆富田 暁ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 476± 01：48．2 18．2�

55 イズジョーノキセキ 牝3鹿 52 川田 将雅泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 434－ 6 〃 ハナ 1．6�
22 ミ ズ リ ー ナ 牝3鹿 52 和田 竜二北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 472－ 41：49．26 9．0�
77 ハギノベルエキプ 牝4鹿 55 三津谷隼人日隈 良江氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 4 〃 アタマ 6．0�
88 キングスタイル 牝3黒鹿52 松若 風馬廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 404± 01：49．62
 13．3	
33 メイショウカクウン 牡5青鹿 57

54 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 454＋ 21：49．91� 12．9

11 レーヴドカナロア 牝4鹿 55 荻野 極 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448＋141：50．64 51．2�
89 � メテオスウォーム 牡4黒鹿57 松山 弘平星加 浩一氏 高柳 大輔 新ひだか グランド牧場 474＋ 31：51．34 8．3
66 � オ ル ト シ ア 牝5鹿 55 	島 克駿�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 444＋201：52．15 64．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，318，400円 複勝： 72，897，500円 枠連： 8，291，900円
馬連： 59，465，000円 馬単： 37，843，100円 ワイド： 45，808，800円
3連複： 80，571，400円 3連単： 173，341，600円 計： 517，537，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 360円 � 110円 � 260円 枠 連（4－5） 1，080円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，720円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 22，090円

票 数

単勝票数 計 393184 的中 � 17249（7番人気）
複勝票数 計 728975 的中 � 24425（7番人気）� 410383（1番人気）� 37180（5番人気）
枠連票数 計 82919 的中 （4－5） 5914（5番人気）
馬連票数 計 594650 的中 �� 40140（6番人気）
馬単票数 計 378431 的中 �� 7517（12番人気）
ワイド票数 計 458088 的中 �� 23747（6番人気）�� 6147（21番人気）�� 36858（3番人気）
3連複票数 計 805714 的中 ��� 24801（9番人気）
3連単票数 計1733416 的中 ��� 5687（71番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．7―12．2―12．1―12．0―11．7―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―35．9―48．1―1：00．2―1：12．2―1：23．9―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 2，4（1，9）6（5，7）3，8 4 ・（2，4）5（1，9）7，8（6，3）

勝馬の
紹 介

�ターキッシュパレス �
�
父 Golden Horn �

�
母父 Diktat デビュー 2019．11．23 東京1着

2017．4．5生 牡3青鹿 母 Regency Romance 母母 Criquette 4戦2勝 賞金 14，600，000円
〔制裁〕 レーヴドカナロア号の騎手荻野極は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。



18045 7月12日 晴 稍重 （2阪神4） 第4日 第9競走 ��2，400�タイランドカップ
発走14時25分 （芝・右・外）

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
ロイヤルバンコックスポーツクラブ賞（1着）

賞 品
本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

44 ダンシングリッチー 牡3鹿 54 松山 弘平米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 450＋ 22：30．4 3．9�
33 ラ デ ツ キ ー 牡4栗 57 小牧 太中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 496－ 22：30．93 8．2�
89 タイセイモンストル 牡3鹿 54 川田 将雅田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 468－ 62：31．32� 1．7�
66 メイショウイフウ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 500－ 22：32．04 90．4�
77 ナオミラフィネ 牝3栗 52 斎藤 新塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 ハナ 34．4�
55 � スターオブジーン 牡4鹿 57 三津谷隼人光安 了氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 376－ 22：32．21� 74．3�
11 サンライズアキレス 牡4芦 57 	島 克駿松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 62：32．41 18．2	
88 プレイリードリーム 牡4鹿 57 幸 英明田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 462－ 4 〃 クビ 6．5

22 ミ ラ イ オ ー 牡4鹿 57 岩田 望来林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 526－ 22：32．61� 16．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，810，400円 複勝： 59，838，700円 枠連： 9，397，200円
馬連： 69，589，600円 馬単： 41，556，300円 ワイド： 47，540，500円
3連複： 92，981，300円 3連単： 204，673，600円 計： 572，387，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 170円 � 110円 枠 連（3－4） 1，450円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 420円 �� 160円 �� 280円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 6，960円

票 数

単勝票数 計 468104 的中 � 93869（2番人気）
複勝票数 計 598387 的中 � 79725（2番人気）� 46896（4番人気）� 308609（1番人気）
枠連票数 計 93972 的中 （3－4） 5012（7番人気）
馬連票数 計 695896 的中 �� 35613（6番人気）
馬単票数 計 415563 的中 �� 10828（11番人気）
ワイド票数 計 475405 的中 �� 23629（5番人気）�� 90518（1番人気）�� 40394（3番人気）
3連複票数 計 929813 的中 ��� 94419（2番人気）
3連単票数 計2046736 的中 ��� 21317（24番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―13．0―12．4―12．8―13．1―13．1―12．6―11．9―11．5―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―25．6―38．6―51．0―1：03．8―1：16．9―1：30．0―1：42．6―1：54．5―2：06．0―2：17．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンシングリッチー �

父 オーシャンブルー �


母父 タイトスポット デビュー 2019．9．1 小倉2着

2017．2．24生 牡3鹿 母 ディアウィンク 母母 セ イ レ イ 9戦2勝 賞金 21，290，000円

18046 7月12日 晴 稍重 （2阪神4） 第4日 第10競走 ��
��1，800�フィリピントロフィー

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

マニラジョッキークラブ・フィリピンレーシングクラブ・メトロマニラターフクラブ賞（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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ダノンスプレンダー 牡4黒鹿57 浜中 俊�ダノックス 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B504－ 41：51．6 3．4�
815 エクスパートラン 牡5青鹿57 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 468－ 2 〃 アタマ 128．4�
510 ニューモニュメント 牡4鹿 57 藤井勘一郎前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 482＋ 2 〃 クビ 12．0�
611 バーンスター 牡4鹿 57 	島 克駿�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 496－ 21：51．7クビ 11．3�
713 フリーフリッカー 牡6鹿 57 松山 弘平�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 61：51．91
 4．6	
612 ナンヨープルートー 牡6鹿 57 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 514± 01：52．0� 57．8

35 スマートセラヴィー 牡4栗 57 川又 賢治大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 514± 01：52．21
 40．5�

59 ララメダイユドール 牡6鹿 57 中井 裕二フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 498－ 21：52．62� 51．5�
（法942）

36 ストーミーバローズ 牡5栗 57 荻野 極猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470± 01：52．92 16．4
12 マイネルカイノン 牡5青鹿57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 506－ 61：53．11
 29．9�
714 キタサンタイドー 牡5黒鹿57 	島 良太�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 510－101：53．2� 55．8�
23 テイエムジョウネツ 牝8黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 462－ 41：53．3� 320．8�
24  アイアムレジェンド 牡4鹿 57 岩田 望来�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 486＋ 21：53．51
 11．0�
48 パンコミード 牡5黒鹿57 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 526－ 61：53．92� 13．8�
816 ローザノワール 牝4青鹿55 斎藤 新渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 B462－ 21：54．0� 4．5�
47 ステイパーシスト �7黒鹿57 川須 栄彦吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 21：54．85 129．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，760，800円 複勝： 84，629，100円 枠連： 23，335，800円
馬連： 140，534，500円 馬単： 49，002，800円 ワイド： 100，884，600円
3連複： 208，287，100円 3連単： 212，115，400円 計： 879，550，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 190円 � 2，600円 � 400円 枠 連（1－8） 810円

馬 連 �� 28，280円 馬 単 �� 43，440円

ワ イ ド �� 8，760円 �� 1，250円 �� 19，730円

3 連 複 ��� 109，700円 3 連 単 ��� 638，100円

票 数

単勝票数 計 607608 的中 � 140438（1番人気）
複勝票数 計 846291 的中 � 151017（1番人気）� 6728（15番人気）� 52363（7番人気）
枠連票数 計 233358 的中 （1－8） 22257（1番人気）
馬連票数 計1405345 的中 �� 3851（60番人気）
馬単票数 計 490028 的中 �� 846（107番人気）
ワイド票数 計1008846 的中 �� 2922（66番人気）�� 21548（17番人気）�� 1292（94番人気）
3連複票数 計2082871 的中 ��� 1424（218番人気）
3連単票数 計2121154 的中 ��� 241（1287番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．6―50．0―1：01．6―1：13．8―1：25．9―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンスプレンダー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．28 京都1着

2016．2．26生 牡4黒鹿 母 メジロスプレンダー 母母 クライウィズジョイ 8戦4勝 賞金 62，475，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アニエーゼ号・オーパスメーカー号・キーフラッシュ号・クイックファイア号・スマートフルーレ号・

トワイライトタイム号・マイネルアンファン号

１レース目



18047 7月12日 曇 稍重 （2阪神4） 第4日 第11競走 ��
��1，400�第25回プロキオンステークス（ＧⅢ）

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，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，1．7．6以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはG
Ⅱ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限
定競走を除く）1着馬1�増，1．7．5以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，
牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成
績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
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 560，000円 160，000円 80，000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 サンライズノヴァ 牡6栗 59 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 530＋ 11：21．8 11．0�
611 エアスピネル 牡7栗 56 �島 克駿 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 488＋ 21：22．11	 21．7�
816 ヤマニンアンプリメ 牝6鹿 56 武 豊土井 肇氏 長谷川浩大 浦河 廣田 伉助 496＋ 51：22．2
 24．3�
12 デュープロセス 牡4栗 57 斎藤 新ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 482＋101：22．41� 76．5�
612 トップウイナー 牡4栗 56 浜中 俊�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B464＋ 2 〃 クビ 15．8	
47 ラ プ タ ス �4鹿 57 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 456－ 21：22．5クビ 5．9

59 スマートダンディー 牡6鹿 56 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 502± 01：22．71� 6．4�
35 レッドルゼル 牡4鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 アタマ 3．6�
815 ワンダーリーデル 牡7鹿 57 藤井勘一郎山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 526－ 5 〃 クビ 42．6
714 サクセスエナジー 牡6黒鹿57 和田 竜二髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 544＋ 21：22．91� 4．2�
510 スマートアヴァロン 牡8黒鹿56 西村 淳也大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 514＋ 21：23．0クビ 37．0�
713 ダノンフェイス 牡7黒鹿56 川須 栄彦�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 534± 0 〃 クビ 61．9�
24 ミッキーワイルド 牡5鹿 56 松山 弘平野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506－ 21：23．1クビ 17．3�
48 ブルベアイリーデ 牡4鹿 56 岩田 望来 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 492＋ 51：23．84 36．4�
11 カフジテイク 牡8青鹿56 荻野 極加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 504＋ 41：23．9
 113．7�
23 サトノファンタシー 牡7鹿 56 �島 良太 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 500＋ 41：25．8大差 248．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 203，843，400円 複勝： 263，073，900円 枠連： 91，373，900円
馬連： 609，056，400円 馬単： 218，274，200円 ワイド： 384，047，500円
3連複： 1，109，017，700円 3連単： 1，240，578，600円 計： 4，119，265，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 400円 � 930円 � 730円 枠 連（3－6） 1，590円

馬 連 �� 22，160円 馬 単 �� 41，200円

ワ イ ド �� 5，110円 �� 3，760円 �� 11，650円

3 連 複 ��� 140，380円 3 連 単 ��� 826，670円

票 数

単勝票数 計2038434 的中 � 147737（5番人気）
複勝票数 計2630739 的中 � 188570（5番人気）� 71008（10番人気）� 92520（9番人気）
枠連票数 計 913739 的中 （3－6） 44262（6番人気）
馬連票数 計6090564 的中 �� 21298（54番人気）
馬単票数 計2182742 的中 �� 3973（99番人気）
ワイド票数 計3840475 的中 �� 19412（50番人気）�� 26559（42番人気）�� 8451（79番人気）
3連複票数 計11090177 的中 ��� 5925（254番人気）
3連単票数 計12405786 的中 ��� 1088（1380番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．9―11．7―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．3―46．2―57．9―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズノヴァ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2016．11．26 東京1着

2014．4．9生 牡6栗 母 ブライトサファイヤ 母母 リアルサファイヤ 24戦8勝 賞金 296，006，000円
［他本会外：4戦1勝］

※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。
（非抽選馬） 5頭 アードラー号・デザートストーム号・ハッピーアワー号・ヒラソール号・ヒロブレイブ号

18048 7月12日 曇 稍重 （2阪神4） 第4日 第12競走 ��
��1，600�シンガポールターフクラブ賞

発走16時15分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．7．6以降2．7．5まで1回以上出走馬；負担重量
は，ハンデキャップ

シンガポールターフクラブ賞（1着）
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

713 オールイズウェル 牡4黒鹿55 川田 将雅小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 486－ 21：35．2 3．5�
712 サンライズローリエ 牡5青鹿54 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460－ 21：35．62� 38．6�
814 サトノウィザード 牡4鹿 55 武 豊 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 490－ 21：35．7� 4．0�
23 ナンヨープランタン 牡5黒鹿54 松山 弘平中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B458－ 21：35．8クビ 14．9�
610 セグレドスペリオル 牡4鹿 54 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 482－101：36．01 32．3�
22 オーマイガイ 牡7栗 54 岩田 望来廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 480－ 2 〃 アタマ 13．0	
59 デクレアラー 牡5栗 55 斎藤 新�G1レーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 2 〃 クビ 25．6

611 カワキタアジン 牝3鹿 51 泉谷 楓真川島 吉男氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 478＋ 41：36．1クビ 9．1�
47 ウォークザライン 牡4栗 54 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 474＋ 41：36．42 209．7�
35 アドマイヤシナイ 牡6鹿 54 浜中 俊近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞
湖 レイクヴィラファーム 454± 01：36．6� 16．4
34 メイショウアステカ 牝4黒鹿52 岩崎 翼松本 好�氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 502－12 〃 ハナ 41．8�
58 トロイメント 牝4青 52 松若 風馬�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 452＋ 2 〃 アタマ 7．3�
815 ゼンノジャスタ 牡3黒鹿53 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 464± 01：36．92 27．7�
11 エングローサー 牡5鹿 56 和田 竜二中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 512＋ 21：37．11� 10．3�
46 サヤカチャン 牝5鹿 51 原田 和真瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 450－201：37．31� 66．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 97，650，000円 複勝： 132，490，800円 枠連： 37，682，200円
馬連： 195，791，800円 馬単： 68，970，300円 ワイド： 153，900，100円
3連複： 311，897，600円 3連単： 323，977，700円 計： 1，322，360，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 540円 � 190円 枠 連（7－7） 7，060円

馬 連 �� 7，710円 馬 単 �� 11，970円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 350円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 9，650円 3 連 単 ��� 61，040円

票 数

単勝票数 計 976500 的中 � 219897（1番人気）
複勝票数 計1324908 的中 � 259264（1番人気）� 47584（11番人気）� 194855（2番人気）
枠連票数 計 376822 的中 （7－7） 4131（24番人気）
馬連票数 計1957918 的中 �� 19656（33番人気）
馬単票数 計 689703 的中 �� 4319（46番人気）
ワイド票数 計1539001 的中 �� 17412（31番人気）�� 126765（1番人気）�� 14311（39番人気）
3連複票数 計3118976 的中 ��� 24236（23番人気）
3連単票数 計3239777 的中 ��� 3848（178番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．4―48．4―59．9―1：11．1―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールイズウェル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．7．8 中京6着

2016．3．9生 牡4黒鹿 母 ラ ブ フ ー ル 母母 サブリナシューズ 12戦3勝 賞金 41，316，000円

４レース目



（2阪神4）第4日 7月12日（日曜日） 晴後曇 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 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

245，620，000円
4，280，000円
26，250，000円
2，060，000円
28，110，000円
67，744，500円
4，617，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
774，435，600円
1，107，481，100円
239，520，000円
1，515，381，600円
653，291，900円
1，120，836，900円
2，476，122，700円
3，104，124，400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 10，991，194，200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4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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