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17013 6月19日 曇 良 （4阪神3） 第2日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

35 ルクスレガート 牝3芦 54
52 △小沢 大仁�ルクス 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 428± 01：25．6 10．9�

24 ルージュラピュセル 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 424－ 61：25．71 3．9�
611 オースミリン 牝3栗 54 西村 淳也�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 440± 01：25．8� 11．1�
47 ヤマニンアンフィル 牝3青鹿 54

50 ★今村 聖奈土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 458＋ 81：25．9� 27．7�
815 ワイルドベティ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：26．11 194．3�
816 エイシンスマック 牝3黒鹿54 岩田 望来�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 434＋ 6 〃 ハナ 34．5	
713 エストレアブランカ 牝3鹿 54 川須 栄彦ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：26．2クビ 2．3

11 ラブリアージェ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか サンコウ牧場 458－ 21：27．05 16．8�

12 アジアンライナー 牝3栗 54 太宰 啓介�髙昭牧場 上村 洋行 浦河 高昭牧場 490－ 21：27．1アタマ 38．1
36 ゴッドハニービー 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河中西 憲治氏 角田 晃一 登別 ユートピア牧場 440－ 21：27．2� 114．4�
59 イドロボニータ 牝3鹿 54 �島 良太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド B480＋ 21：27．41 134．8�
510 パルフェグラッセ 牝3栗 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 宮 徹 平取 坂東牧場 462－ 21：27．61� 41．9�
714 マルノアンナ 牝3鹿 54 長岡 禎仁丸山 隆雄氏 羽月 友彦 新冠 ヤマタケ牧場 418－ 2 〃 クビ 52．4�
23 コイビトミサキ 牝3栗 54 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 408－ 41：28．02� 178．9�
612 ガールズパワー 牝3青鹿54 国分 優作山下 良子氏 服部 利之 浦河 村中牧場 452＋ 41：28．21� 32．6�
48 キャンドルベリー 牝3鹿 54 川田 将雅下河辺隆行氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 438＋ 21：28．73 7．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，749，400円 複勝： 46，434，300円 枠連： 11，201，500円
馬連： 57，450，900円 馬単： 26，271，000円 ワイド： 58，429，200円
3連複： 98，071，800円 3連単： 97，708，100円 計： 426，316，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 290円 � 180円 � 330円 枠 連（2－3） 1，760円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，860円 �� 900円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 43，450円

票 数

単勝票数 計 307494 的中 � 22540（4番人気）
複勝票数 計 464343 的中 � 38724（4番人気）� 76961（2番人気）� 33537（5番人気）
枠連票数 計 112015 的中 （2－3） 4906（7番人気）
馬連票数 計 574509 的中 �� 20775（7番人気）
馬単票数 計 262710 的中 �� 3549（19番人気）
ワイド票数 計 584292 的中 �� 19869（7番人気）�� 7798（20番人気）�� 16758（8番人気）
3連複票数 計 980718 的中 ��� 10424（22番人気）
3連単票数 計 977081 的中 ��� 1630（121番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―12．4―12．5―12．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．5―46．9―59．4―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルクスレガート �
�
父 ザファクター �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．12．25 阪神6着

2019．5．18生 牝3芦 母 オメガリトルスター 母母 オメガスターライト 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

17014 6月19日 晴 良 （4阪神3） 第2日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

24 ウォータールグラン 牝3鹿 54 岩田 望来山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 B500＋ 41：20．8 9．7�
612 アンブロジアーナ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 412＋ 41：21．11� 16．9�

12 クリオミニーズ 牡3青鹿56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 488－ 61：21．73� 3．7�
715 ハルカナネガイ 牝3黒鹿54 秋山真一郎上茶谷 一氏 畑端 省吾 日高 坂東ファーム 400－ 81：21．8� 128．0�
23 タガノタンゴ 牡3栗 56

54 △小沢 大仁八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436＋ 2 〃 クビ 5．2�

35 トウカイエクラン 牝3栗 54 西村 淳也内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 B448＋ 2 〃 アタマ 88．1	
817 スコールユニバンス 牝3鹿 54 坂井 瑠星亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454± 01：21．9� 2．0

714 クリノオスカル 牝3栗 54

50 ★永島まなみ栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 日西牧場 422＋101：22．32 219．7�
47 サウンドエトワール 牝3栗 54 国分 優作増田 雄一氏 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 444－ 11：22．72� 270．9�
59 サンサンタイヨウ 牝3黒鹿54 高倉 稜�髙昭牧場 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 436± 01：23．02 63．5
611 トーホウダブリン 牝3栗 54 小崎 綾也東豊物産� 新谷 功一 浦河 有限会社

吉田ファーム 454＋121：23．1� 248．7�

11 � ララガルグイユ 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 坂口 智康 米
China Horse
Club Interna-
tional Limited

484 ― 〃 クビ 34．0�
（法942）

713 ク レ フ 牝3鹿 54 幸 英明水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 430＋ 8 〃 同着 273．3�
818 チャーミーアイズ 牝3鹿 54 藤懸 貴志グリーンスウォード羽月 友彦 新冠 村上 進治 430＋ 61：23．63 358．7�
816 ソ ー ラ ス 牝3鹿 54

52 △松本 大輝吉田 千津氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 ハナ 144．6�
36 ヴォンソレイユ 牝3鹿 54 川須 栄彦服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 496 ―1：23．91� 75．4�
510 マテンロウモネ 牝3鹿 54 太宰 啓介寺田千代乃氏 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 410－101：24．11� 73．5�
48 エイシンルシファー 牡3芦 56

52 ★今村 聖奈�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 496＋ 81：24．63 47．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，185，900円 複勝： 57，070，100円 枠連： 13，183，800円
馬連： 68，328，400円 馬単： 30，141，000円 ワイド： 57，708，000円
3連複： 104，379，200円 3連単： 112，278，000円 計： 486，274，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 360円 � 420円 � 190円 枠 連（2－6） 2，570円

馬 連 �� 8，560円 馬 単 �� 15，590円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 700円 �� 800円

3 連 複 ��� 8，000円 3 連 単 ��� 52，920円

票 数

単勝票数 計 431859 的中 � 35469（4番人気）
複勝票数 計 570701 的中 � 38041（4番人気）� 31527（5番人気）� 93800（3番人気）
枠連票数 計 131838 的中 （2－6） 3965（7番人気）
馬連票数 計 683284 的中 �� 6181（20番人気）
馬単票数 計 301410 的中 �� 1450（38番人気）
ワイド票数 計 577080 的中 �� 6565（19番人気）�� 21653（6番人気）�� 18854（8番人気）
3連複票数 計1043792 的中 ��� 9780（22番人気）
3連単票数 計1122780 的中 ��� 1538（134番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．6―11．4―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．4―33．5―45．1―56．5―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォータールグラン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2022．2．13 阪神6着

2019．3．21生 牝3鹿 母 ウォーターパイパー 母母 ピッコロプレイヤー 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔その他〕 エイシンルシファー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴォンソレイユ号・マテンロウモネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月

19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。
（非抽選馬） 3頭 ショウナンナダル号・ソリルーナ号・ニャンチンノン号

第３回 阪神競馬 第２日



17015 6月19日 晴 良 （4阪神3） 第2日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

59 ララヴォルシエル 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 辻野 泰之 新ひだか 土田農場 432－ 21：48．3 5．6�
（法942）

35 チェルノボーグ 牡3青鹿56 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490－ 41：48．72 1．8�
11 � メイショウケイガン 牡3芦 56 松山 弘平松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 510－121：48．91� 14．5�
816 ヤマニンループ 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 430＋ 81：49．32 212．3�
47 アオイアルファワン 牡3黒鹿56 北村 友一新谷 幸義氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 444± 01：49．4� 23．5	
815 アスクビギンアゲン 牡3鹿 56 坂井 瑠星廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 552＋ 8 〃 クビ 6．0

23 ギルトレターズ 牡3黒鹿 56

54 △小沢 大仁水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 480± 01：49．61 90．4�
713 ビレッジスター 牡3黒鹿56 藤岡 康太吉田 和美氏 田中 克典 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 2 〃 アタマ 39．7�
612 グローバルブラッド 牡3青鹿 56

54 △松本 大輝中村 祐子氏 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 61：49．91� 49．4
12 レインボーミスト 牝3栗 54

50 ★永島まなみ吉田 照哉氏 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 538－ 4 〃 アタマ 238．5�

510 メイショウブレゲ 牡3栗 56
52 ★今村 聖奈松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 458＋ 21：50．0クビ 15．8�

24 スパイダーバローズ 牡3鹿 56 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：50．32 9．1�
714 バクシンフォワード 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 464＋ 21：50．4クビ 214．1�
611 ヒシハイドラ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子阿部 雅英氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 438－ 61：51．14 90．4�
36 サンライズホーク �3青鹿56 国分 恭介�ライフハウス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 502 ―1：52．27 197．6�
48 フ タ イ テ ン 牡3青鹿56 長岡 禎仁江馬 由将氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 552 ―1：54．5大差 103．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，881，300円 複勝： 75，202，900円 枠連： 12，956，500円
馬連： 63，399，700円 馬単： 33，511，500円 ワイド： 65，631，300円
3連複： 101，738，700円 3連単： 120，472，700円 計： 519，794，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 150円 � 110円 � 230円 枠 連（3－5） 380円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，060円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 10，490円

票 数

単勝票数 計 468813 的中 � 66115（2番人気）
複勝票数 計 752029 的中 � 108932（2番人気）� 272767（1番人気）� 53075（5番人気）
枠連票数 計 129565 的中 （3－5） 25976（1番人気）
馬連票数 計 633997 的中 �� 107066（1番人気）
馬単票数 計 335115 的中 �� 19480（4番人気）
ワイド票数 計 656313 的中 �� 86952（1番人気）�� 13559（12番人気）�� 38017（4番人気）
3連複票数 計1017387 的中 ��� 42096（5番人気）
3連単票数 計1204727 的中 ��� 8325（28番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．9―12．6―12．7―12．7―11．8―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．1―48．7―1：01．4―1：14．1―1：25．9―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．2
3 ・（7，9）－（1，5，13）（3，15）（2，10）（4，14）12，16－6，11－8 4 ・（7，9）（1，5，13）（3，4，15）（2，10）（12，16）14，6－11－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ララヴォルシエル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．1．15 中京3着

2019．6．5生 牡3鹿 母 ザ グ レ ー ス 母母 グレースランド 4戦1勝 賞金 10，900，000円
〔発走状況〕 サンライズホーク号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔暴れる〕。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サンライズホーク号は，枠入りが不良であったことについて令和4年6月20日から令和4年7月10日

まで出走停止。停止期間の満了後に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 サンライズホーク号は，発馬機内での駐立が不良であったことについて発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フタイテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月19日まで平地競走に出

走できない。

17016 6月19日 晴 良 （4阪神3） 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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

714� シ ラ キ ヌ 牝3芦 54 岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 米 Darsan Inc.
and Godolphin 482＋221：12．2 3．7�

23 クリーンジーニアス 牝3鹿 54 西村 淳也石橋 和夫氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 446－ 21：12．52 5．3�
815 テイエムフェロー 牡3鹿 56 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 496± 01：12．92� 71．2�
35 ワンダークレイモア 牡3黒鹿56 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 474－ 21：13．0� 26．6�
816 メイショウアジロ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 474± 0 〃 ハナ 5．3�
713 マスタープラン 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河 �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B516＋ 81：13．74 150．3	
24 バンクロール 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁
畠山牧場 田中 克典 新ひだか 畠山牧場 B450－ 41：13．8クビ 87．7�
47 ロストボール �3栗 56 森 裕太朗大田 恭充氏 小林 真也 日高 山田 政宏 402± 01：14．01	 196．7�
59 アマノカイザー 牡3鹿 56 幸 英明中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 462± 01：14．1� 72．3
36 アスクチャンプガイ 牡3鹿 56 富田 暁廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 土田ファーム 478＋ 41：14．2� 21．4�
612 ウイングブラボー 牡3鹿 56 小牧 太池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 438－ 31：14．3
 203．9�
48 メイショウヤマジロ 牡3鹿 56 加藤 祥太松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 高橋フアーム 516＋ 21：15．04 230．6�
12 ブ ル ネ ッ ト 牝3鹿 54 小崎 綾也土田 重実氏 中村 直也 新ひだか 土田農場 424－ 41：15．1クビ 378．3�
611 フィンスタビライザ 牡3栗 56 藤岡 康太玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 456＋ 41：15．31	 9．7�
510� モ デ ィ カ 牝3鹿 52 松山 弘平吉田 和美氏 石坂 公一 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd 476＋ 21：15．51� 2．8�
11 メイショウボヤージ 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 468 ―1：16．98 57．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，640，800円 複勝： 62，791，600円 枠連： 13，575，700円
馬連： 70，187，400円 馬単： 32，229，400円 ワイド： 64，539，000円
3連複： 108，204，300円 3連単： 119，274，900円 計： 516，443，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 190円 � 930円 枠 連（2－7） 1，440円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，600円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 15，460円 3 連 単 ��� 59，310円

票 数

単勝票数 計 456408 的中 � 97281（2番人気）
複勝票数 計 627916 的中 � 98241（4番人気）� 98296（3番人気）� 13077（8番人気）
枠連票数 計 135757 的中 （2－7） 7274（7番人気）
馬連票数 計 701874 的中 �� 37629（6番人気）
馬単票数 計 322294 的中 �� 9473（11番人気）
ワイド票数 計 645390 的中 �� 29342（6番人気）�� 6177（24番人気）�� 5179（29番人気）
3連複票数 計1082043 的中 ��� 5247（46番人気）
3連単票数 計1192749 的中 ��� 1458（165番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．0―12．0―13．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 ・（14，15）（3，16）5（7，13）（11，12）（10，4，9）6，8－2－1 4 ・（14，15）（3，16）（5，13）7，12（11，9）4（6，8）－2－10－1

勝馬の
紹 介

�シ ラ キ ヌ �
�
父 Frosted �

�
母父 Valid Expectations デビュー 2021．10．30 東京2着

2019．4．5生 牝3芦 母 Meets Expectations 母母 Meetmeontime 4戦1勝 賞金 10，510，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時40分に変更。
〔その他〕 モディカ号は，3コーナーで砂をかぶり，減速したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウボヤージ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月19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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 クラウンスター号・ジョーヌヴェール号・ビュークレスト号・ルクスラピッド号



17017 6月19日 晴 良 （4阪神3） 第2日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時25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

813 ナイトキャッスル 牡2鹿 54
51 ▲角田 大河 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506 ―1：13．9 4．1�
34 � ウェイオブサクセス 牝2栗 54 川田 将雅ゴドルフィン 野中 賢二 英 Godolphin 422 ―1：14．21� 12．3�
58 エクロジャイト 牡2鹿 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 494 ―1：14．73 5．2�
610 ダンスインザリング 牡2鹿 54 坂井 瑠星古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 434 ―1：15．01� 66．1�
69 タガノアレハンドラ 牝2鹿 54

52 △松本 大輝八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468 ― 〃 クビ 27．9�

711 マイネルフォーコン 牡2鹿 54 和田 竜二 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：15．21� 9．8


22 ディープマインド 牡2栗 54 藤岡 康太深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 530 ― 〃 クビ 18．2�
11 ク ロ ニ オ ス 牡2栗 54 岩田 望来 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 520 ―1：15．3� 4．7�
46 オブシディアン 牡2黒鹿54 国分 優作田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 仲野牧場 492 ―1：15．61� 120．9
57 ヒロピアーナ 牡2鹿 54 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新冠 三村 卓也 494 ―1：16．34 138．9�
814 クールムーア 牡2鹿 54

53 ☆亀田 温心川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 466 ―1：16．4クビ 17．6�
712 レヴィアタン 牡2鹿 54 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 智之 浦河 荻伏三好フ

アーム 476 ― 〃 クビ 38．4�
33 アンプレッセシチー 牡2鹿 54 松山 弘平 	友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484 ―1：16．93 6．6�
45 ケイティベガ 牝2青鹿54 小崎 綾也瀧本 和義氏 村山 明 様似 スイートフアーム 398 ―1：17．96 140．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，359，300円 複勝： 48，476，600円 枠連： 13，031，900円
馬連： 61，998，900円 馬単： 26，841，000円 ワイド： 54，387，400円
3連複： 91，156，300円 3連単： 96，775，700円 計： 442，027，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 290円 � 170円 枠 連（3－8） 750円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 550円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 30，660円

票 数

単勝票数 計 493593 的中 � 99649（1番人気）
複勝票数 計 484766 的中 � 76830（3番人気）� 35252（6番人気）� 84687（1番人気）
枠連票数 計 130319 的中 （3－8） 13366（1番人気）
馬連票数 計 619989 的中 �� 15280（13番人気）
馬単票数 計 268410 的中 �� 3819（23番人気）
ワイド票数 計 543874 的中 �� 11812（14番人気）�� 27002（3番人気）�� 10418（18番人気）
3連複票数 計 911563 的中 ��� 11108（22番人気）
3連単票数 計 967757 的中 ��� 2288（106番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．0―12．0―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．1―36．1―48．1―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトキャッスル �
�
父 シルバーステート �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．2．2生 牡2鹿 母 サダムグランジュテ 母母 シーズライクリオ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※クールムーア号・ナイトキャッスル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17018 6月19日 晴 良 （4阪神3） 第2日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

510� モズブーナー 牝3鹿 54
50 ★今村 聖奈 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC B476－ 21：53．5 1．9�
12 テイエムシルバー 牡3芦 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 小島牧場 470－161：53．81� 10．3�
24 シャドウアイル 牡3栗 56 坂井 瑠星飯塚 知一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 472± 01：55．6大差 8．4�
11 アダマスミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 482－121：56．13 7．0�
59 タガノヴァレンチ 牝3鹿 54 西村 淳也八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 456－ 21：56．2クビ 9．0�
35 ミ ル ニ ュ イ 牝3芦 54 岩田 望来小林 昌子氏 茶木 太樹 新冠 村上 欽哉 522＋101：56．3� 36．8	
816 ディープギルドン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 514＋ 21：56．5� 19．7

714 ヤマニンモノポリー 牡3栗 56

53 ▲川端 海翼土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 504＋ 61：56．71 93．6�
612 ワンダートリガー 牡3鹿 56 中井 裕二山本 能成氏 斉藤 崇史 浦河 高昭牧場 484－ 2 〃 ハナ 78．3�
611 フクノエヴリー 牡3黒鹿56 富田 暁福島 祐子氏 武 英智 日高 株式会社

ケイズ 542＋16 〃 アタマ 12．4
713 ファイブジー 牡3鹿 56

54 △松本 大輝石川 達絵氏 斉藤 崇史 浦河 桑田牧場 458－ 41：56．91� 58．7�
47 ダイナミックリュウ 牡3栗 56 和田 竜二�杵臼牧場 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 484－ 21：57．0クビ 28．8�
23 メイショウヤナガセ 牡3栗 56

54 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 本巣 敦 472＋ 2 〃 クビ 198．3�
48 ミラクルスター �3黒鹿56 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 488－ 81：57．42	 69．7�
36 メイショウトワニ 牝3鹿 54 城戸 義政松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 414－141：57．61 255．4�
815 ハギノルーク 牡3鹿 56 柴田 未崎安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 454－ 62：03．4大差 152．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，036，700円 複勝： 50，904，100円 枠連： 14，682，900円
馬連： 55，426，900円 馬単： 25，904，200円 ワイド： 55，164，100円
3連複： 88，575，100円 3連単： 103，591，900円 計： 432，285，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 240円 � 190円 枠 連（1－5） 320円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 500円 �� 350円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 6，930円

票 数

単勝票数 計 380367 的中 � 157857（1番人気）
複勝票数 計 509041 的中 � 157006（1番人気）� 40050（6番人気）� 60168（3番人気）
枠連票数 計 146829 的中 （1－5） 35023（1番人気）
馬連票数 計 554269 的中 �� 40924（4番人気）
馬単票数 計 259042 的中 �� 14022（4番人気）
ワイド票数 計 551641 的中 �� 27982（5番人気）�� 44158（1番人気）�� 13353（11番人気）
3連複票数 計 885751 的中 ��� 28677（5番人気）
3連単票数 計1035919 的中 ��� 10824（7番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―13．2―12．4―12．5―12．8―12．7―12．7―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―36．4―48．8―1：01．3―1：14．1―1：26．8―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

�モズブーナー �
�
父 Street Sense �

�
母父 First Samurai デビュー 2021．12．11 中京10着

2019．4．7生 牝3鹿 母 Endless Chatter 母母 Orate 6戦1勝 賞金 6，500，000円
〔騎手変更〕 フクノエヴリー号の騎手酒井学は，検査のため富田暁に変更。
〔制裁〕 アダマスミノル号の騎手藤岡康太は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハギノルーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月19日まで平地競走

に出走できない。



17019 6月19日 晴 良 （4阪神3） 第2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）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

79 トーホウディアス 牡4栗 57
53 ★今村 聖奈東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社

吉田ファーム 448＋101：34．1 3．4�
22 ピンクマクフィー 牝3鹿 52 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 日高 下河辺牧場 422± 0 〃 クビ 6．7�
66 カレンマックナイト 牡3黒鹿54 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 422－ 41：34．73� 64．2�
33 ゴルトファルベン 牡5鹿 57

55 △松本 大輝 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：34．91� 38．5�
67 ドリームアゲイン 牝4鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 田中 克典 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 8 〃 クビ 15．7	
811� ト ル ナ ヴ ァ 牝3栗 52 川田 将雅ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛

John Grogan &
Lope de Vega
Syndicate

476＋141：35．1	 2．9

11 
 クワイエット 牝6黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B458＋ 41：35．31� 34．3�
55 セイシェルノユウヒ 牡5芦 57 藤岡 康太宮城 寛也氏 高橋 文雅 新冠 スカイビーチステーブル 474－ 41：35．62 105．1�
810
 ヴィオマージュ 牡4鹿 57 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 492－ 61：35．91	 23．0
44 ウナギノボリ 牡3黒鹿54 松山 弘平小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 456－ 81：36．01 3．5�
78 
 ヴィジャーヤ �4鹿 57 城戸 義政広尾レース� 奥村 豊 浦河 桑田牧場 454－ 61：36．63� 152．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，120，700円 複勝： 43，669，900円 枠連： 9，709，500円
馬連： 60，439，400円 馬単： 30，096，900円 ワイド： 49，786，300円
3連複： 85，344，700円 3連単： 129，606，800円 計： 451，774，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 200円 � 770円 枠 連（2－7） 1，080円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，290円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 13，350円 3 連 単 ��� 48，880円

票 数

単勝票数 計 431207 的中 � 99727（2番人気）
複勝票数 計 436699 的中 � 85765（3番人気）� 60091（4番人気）� 10718（9番人気）
枠連票数 計 97095 的中 （2－7） 6928（6番人気）
馬連票数 計 604394 的中 �� 46984（4番人気）
馬単票数 計 300969 的中 �� 12796（9番人気）
ワイド票数 計 497863 的中 �� 34863（4番人気）�� 5275（24番人気）�� 3997（26番人気）
3連複票数 計 853447 的中 ��� 4794（37番人気）
3連単票数 計1296068 的中 ��� 1922（149番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．4―11．6―12．0―11．7―11．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．4―47．0―59．0―1：10．7―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウディアス �
�
父 トーホウジャッカル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．8．2 新潟6着

2018．4．12生 牡4栗 母 トーホウプリンセス 母母 トーホウアスカ 16戦2勝 賞金 30，676，000円

17020 6月19日 晴 良 （4阪神3） 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）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

812 マ マ コ チ ャ 牝3鹿 52 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：20．3 1．3�

711 エイシンピクセル 牝4栗 55 和田 竜二�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 460＋ 81：20．4クビ 8．7�
710 メイショウソウゲツ 牝3黒鹿52 富田 暁松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 452＋ 61：21．25 79．7�
11 キタサンシュガー 牝3鹿 52 坂井 瑠星�大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：21．3クビ 7．0�
33 ヴィースバーデン 牝5鹿 55 北村 友一 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 438± 01：21．51� 40．3	
56 ハッピーオーサム 牝4黒鹿55 岩田 望来馬場 幸夫氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：21．71� 13．5

22 ド リ ア ー ド 牝4青鹿 55

52 ▲角田 大河 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 472＋ 2 〃 クビ 72．4�

45 リーベサンライズ 牝4黒鹿55 西村 淳也松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 444＋ 21：22．12� 32．0�
57 ミ エ リ 牝4栗 55

53 △松本 大輝 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 392＋101：22．31� 140．7
68 ルパルテール 牝3鹿 52

49 ★今村 聖奈 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 新谷 功一 新ひだか 三石橋本牧場 430± 01：22．4� 17．8�

44 スプリットザシー 牝3鹿 52 藤岡 康太吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 382± 01：22．5� 33．6�
813 フィルムスコア 牝4黒鹿 55

53 △小沢 大仁水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 454＋ 21：23．03 145．9�
69 ピュアカラー 牝5黒鹿55 幸 英明 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 456－ 21：23．31� 65．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，174，800円 複勝： 212，653，100円 枠連： 15，451，600円
馬連： 80，161，900円 馬単： 46，020，100円 ワイド： 68，294，300円
3連複： 131，855，700円 3連単： 213，139，500円 計： 816，751，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 150円 � 920円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，660円 �� 3，880円

3 連 複 ��� 6，400円 3 連 単 ��� 12，590円

票 数

単勝票数 計 491748 的中 � 284055（1番人気）
複勝票数 計2126531 的中 � 1702718（1番人気）� 109657（2番人気）� 9620（11番人気）
枠連票数 計 154516 的中 （7－8） 29751（2番人気）
馬連票数 計 801619 的中 �� 150745（1番人気）
馬単票数 計 460201 的中 �� 70604（1番人気）
ワイド票数 計 682943 的中 �� 112318（1番人気）�� 9082（18番人気）�� 3783（35番人気）
3連複票数 計1318557 的中 ��� 15428（22番人気）
3連単票数 計2131395 的中 ��� 12272（38番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―11．5―11．3―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．6―46．1―57．4―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．2
3 11，10，12，5（4，7，13）（1，6，8）3，9，2 4 ・（11，10）12（5，4，7，13）（1，6，8）（3，9）2

勝馬の
紹 介

マ マ コ チ ャ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．6．26 阪神8着

2019．4．5生 牝3鹿 母 ブ チ コ 母母 シラユキヒメ 6戦2勝 賞金 29，520，000円



17021 6月19日 晴 良 （4阪神3） 第2日 第9競走 ��
��1，800�

み き

三 木 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

三木市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：43．9
1：43．8

良
良

66 ロ ン グ ラ ン �4鹿 57 荻野 極梅澤 明氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 468－101：46．4 66．6�
33 ヴァンルーラー 牝3鹿 52 小沢 大仁サイプレスホール

ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 ハナ 5．3�
67 ミスフィガロ 牝4鹿 55 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 424± 0 〃 クビ 1．8�
811 マルモネオフォース 牝6鹿 55 富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 518± 01：46．93 41．8�
79 	 エ イ ノ ス ケ 牡4栗 57 吉村 智洋中田 和宏氏 土屋 洋之 平取 有限会社中

田牧場 490－131：47．0クビ 193．7�
（兵庫） （兵庫）

11 テーオーアマゾン 牡6青鹿57 松山 弘平小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 2 〃 ハナ 13．4	
55 ジ ャ ッ カ ル 牡4青鹿57 坂井 瑠星平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 504－ 2 〃 アタマ 6．0

810 ケルンキングダム �6鹿 57 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 444－ 21：47．31
 17．2�
22 ハローユニコーン 牝8鹿 55 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 476－ 41：47．4� 45．8�
78 セグレドスペリオル 牡6鹿 57 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 482－ 61：47．61 8．2
44 ジ ャ ル ジ ェ 牝5青 55 岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 502＋ 41：47．91
 27．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 46，300，900円 複勝： 96，669，800円 枠連： 13，080，500円
馬連： 78，114，600円 馬単： 45，636，900円 ワイド： 67，895，100円
3連複： 128，567，600円 3連単： 217，272，200円 計： 693，537，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，660円 複 勝 � 1，150円 � 170円 � 110円 枠 連（3－6） 440円

馬 連 �� 21，210円 馬 単 �� 67，640円

ワ イ ド �� 5，050円 �� 2，470円 �� 250円

3 連 複 ��� 9，930円 3 連 単 ��� 176，990円

票 数

単勝票数 計 463009 的中 � 5559（10番人気）
複勝票数 計 966698 的中 � 7804（10番人気）� 91303（2番人気）� 552776（1番人気）
枠連票数 計 130805 的中 （3－6） 22533（1番人気）
馬連票数 計 781146 的中 �� 2854（34番人気）
馬単票数 計 456369 的中 �� 506（75番人気）
ワイド票数 計 678951 的中 �� 3038（36番人気）�� 6317（28番人気）�� 84076（2番人気）
3連複票数 計1285676 的中 ��� 9705（31番人気）
3連単票数 計2172722 的中 ��� 890（311番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．4―47．3―59．1―1：10．9―1：22．5―1：34．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ン グ ラ ン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Kendargent デビュー 2020．11．29 東京10着

2018．2．9生 �4鹿 母 ノッテビアンカ 母母 Biancarosa 9戦3勝 賞金 27，738，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ロングラン号の騎手酒井学は，負傷のため荻野極に変更。
※ヴァンルーラー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

17022 6月19日 晴 良 （4阪神3） 第2日 第10競走 ��
��1，800�オークランドサラブレッドレーシングトロフィー

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，除3歳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

オークランドサラブレッドレーシング賞・阪神馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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

59 メイショウフンジン 牡4黒鹿57 坂井 瑠星松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 516＋ 61：51．6 4．3�
510 エマージングロール 牡4鹿 57 松山 弘平吉田 晴哉氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 01：51．81� 23．4�
611 ロッキーサンダー 牡5鹿 57 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 476－ 21：51．9クビ 3．7�
12 モダスオペランディ 牡6鹿 57 国分 恭介ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522－ 41：52．0	 29．8�
24 フィロロッソ 牡5鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 472－141：52．1クビ 10．9�
714 アズユーフィール 牡4黒鹿57 川田 将雅 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B508± 01：52．41
 8．2	
36 ゴールドティア 牝5鹿 55 岩田 望来 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B476± 0 〃 アタマ 10．8

35 ジュディッタ 牝4鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－101：52．82
 8．4�
815 オンザフェーヴル 牡5栗 57 富田 暁廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 492＋ 21：52．9	 16．8�
23 セイクリッドゲイズ 牡4鹿 57 荻野 極 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 502＋ 21：53．22 13．7
48 � コパノリッチマン 牡5栃栗57 西村 淳也小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 514± 0 〃 ハナ 29．0�
47 キンノマサカリ 牡5黒鹿57 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋101：53．94 35．9�
713 スギノマジェスティ 牡4栗 57 太宰 啓介杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 470－ 21：54．0クビ 50．5�
11 ソルトイブキ 牡6黒鹿57 高倉 稜杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 484－ 81：54．53 144．2�
612 タガノグルナ 牡8鹿 57 国分 優作八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 01：57．7大差 166．8�
816� ジャスパードリーム 牡4栗 57 松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 G. Watts

Humphrey Jr. 528－ 61：58．23 37．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 65，642，900円 複勝： 97，490，300円 枠連： 32，811，500円
馬連： 155，146，600円 馬単： 53，915，300円 ワイド： 122，117，100円
3連複： 257，818，500円 3連単： 252，378，300円 計： 1，037，320，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 620円 � 160円 枠 連（5－5） 5，530円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 9，500円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 460円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 10，170円 3 連 単 ��� 47，620円

票 数

単勝票数 計 656429 的中 � 120562（2番人気）
複勝票数 計 974903 的中 � 147489（2番人気）� 29709（10番人気）� 195669（1番人気）
枠連票数 計 328115 的中 （5－5） 4594（23番人気）
馬連票数 計1551466 的中 �� 22322（21番人気）
馬単票数 計 539153 的中 �� 4253（42番人気）
ワイド票数 計1221171 的中 �� 15047（28番人気）�� 74632（1番人気）�� 16522（24番人気）
3連複票数 計2578185 的中 ��� 19009（35番人気）
3連単票数 計2523783 的中 ��� 3842（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．2―48．4―1：00．8―1：13．5―1：26．0―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウフンジン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2020．12．26 阪神3着

2018．4．27生 牡4黒鹿 母 シニスタークイーン 母母 フォーリアクイーン 14戦4勝 賞金 68，791，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 メイショウフンジン号の騎手酒井学は，負傷のため坂井瑠星に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノグルナ号・ジャスパードリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月

19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 メガゴールド号
（非抽選馬） 1頭 ウォーターパルフェ号

１レース目



17023 6月19日 晴 良 （4阪神3） 第2日 第11競走 ��
��2，000�第27回マーメイドステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
牝，3歳以上，R3．6．19以降R4．6．12まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

47 ウインマイティー 牝5芦 54 和田 竜二�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム B484＋ 41：58．3 14．6�
612 マリアエレーナ 牝4芦 55 坂井 瑠星金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 426＋ 21：58．61� 8．5�
23 ソフトフルート 牝5黒鹿54 川田 将雅ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 4 〃 クビ 6．2�
816 リアアメリア 牝5黒鹿55．5 幸 英明 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：58．7� 39．3�
24 ステイブルアスク 牝4栗 51 藤岡 康太廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 430－ 6 〃 ハナ 6．8	
12 ゴルトベルク 牝5黒鹿53 荻野 極 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 440＋ 81：59．33� 53．7

59 ルビーカサブランカ 牝5栗 55 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：59．4クビ 9．1�
713 ハギノリュクス 牝5黒鹿52 藤懸 貴志日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 41：59．5� 41．6�
36 ヴェルトハイム 牝4黒鹿51 西村 淳也 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 470－ 41：59．6� 9．3
11 スルーセブンシーズ 牝4鹿 52 秋山真一郎 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 446－ 6 〃 クビ 6．7�
510 アイコンテーラー 牝4栗 53 亀田 温心中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 470＋ 41：59．7クビ 13．9�
611 ク ラ ヴ ェ ル 牝5青鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 450－ 21：59．8� 12．0�
714 ラヴユーライヴ 牝5鹿 53 川須 栄彦吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442－ 22：00．01 37．0�
48 キムケンドリーム 牝5鹿 52 小沢 大仁木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 B460＋ 4 〃 クビ 79．3�
35 トウシンモンブラン 牝4鹿 51 高倉 稜�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 480－ 6 〃 アタマ 9．7�
815 ホウオウエミーズ 牝5鹿 53 松山 弘平小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 ハナ 32．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 256，660，200円 複勝： 354，043，400円 枠連： 167，742，500円
馬連： 834，255，800円 馬単： 260，587，900円 ワイド： 619，745，600円
3連複： 1，854，064，800円 3連単： 1，814，692，200円 計： 6，161，792，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 400円 � 280円 � 220円 枠 連（4－6） 4，000円

馬 連 �� 5，760円 馬 単 �� 12，770円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，910円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 17，190円 3 連 単 ��� 116，680円

票 数

単勝票数 計2566602 的中 � 140606（10番人気）
複勝票数 計3540434 的中 � 207374（10番人気）� 338494（4番人気）� 455441（1番人気）
枠連票数 計1677425 的中 （4－6） 32446（19番人気）
馬連票数 計8342558 的中 �� 112125（31番人気）
馬単票数 計2605879 的中 �� 15301（68番人気）
ワイド票数 計6197456 的中 �� 96084（26番人気）�� 82340（33番人気）�� 152245（2番人気）
3連複票数 計18540648 的中 ��� 80884（80番人気）
3連単票数 計18146922 的中 ��� 11275（512番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．5―12．0―11．7―12．0―11．8―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―35．7―47．7―59．4―1：11．4―1：23．2―1：34．8―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインマイティー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2019．9．16 阪神4着

2017．4．1生 牝5芦 母 アオバコリン 母母 コリンヌドゥブルイェール 15戦4勝 賞金 112，896，000円
〔騎手変更〕 ハギノリュクス号の騎手酒井学は，負傷のため藤懸貴志に変更。
〔その他〕 クラヴェル号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クラヴェル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年8月19日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イズジョーノキセキ号・ヴァンルーラー号・ムジカ号・リノキアナ号

17024 6月19日 晴 良 （4阪神3） 第2日 第12競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時15分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

33 ピュアジャッジ �4鹿 57 川田 将雅�山際牧場 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 494＋ 61：52．2 2．1�
77 ラ ル フ 牡4栗 57 松山 弘平�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 484－ 41：53．15 8．3�
22 ミッキーヌチバナ 牡4鹿 57 太宰 啓介野田みづき氏 高橋 亮 安平 追分ファーム 534± 0 〃 ハナ 3．8�
78 シゲルヒカルダイヤ 牡6鹿 57 岩田 望来森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 41：53．62� 22．9�
810 オ ノ リ ス 牡7黒鹿57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 514－ 41：53．81� 6．5	
44 モ サ 牡6鹿 57

54 ▲角田 大河岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 498－ 21：53．9� 22．6


11 マイネルレンカ 牡8黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鈴木慎太郎 日高 碧雲牧場 470＋ 61：54．21	 57．8�

55 メイショウシロガネ 牡4鹿 57
53 ★今村 聖奈松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 464－ 81：54．94 8．2�

66 トップザビル 牝4栗 55 西村 淳也吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 434－ 4 〃 ハナ 51．2
89 
 オーバーリミット 牡5鹿 57 富田 暁 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 辻 牧場 512＋201：55．21� 155．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 82，825，900円 複勝： 75，480，800円 枠連： 20，530，600円
馬連： 131，386，800円 馬単： 64，328，500円 ワイド： 106，897，200円
3連複： 193，977，400円 3連単： 333，387，900円 計： 1，008，815，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 120円 枠 連（3－7） 610円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 340円 �� 180円 �� 430円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 828259 的中 � 306984（1番人気）
複勝票数 計 754808 的中 � 202250（1番人気）� 72158（4番人気）� 189756（2番人気）
枠連票数 計 205306 的中 （3－7） 25816（2番人気）
馬連票数 計1313868 的中 �� 117978（2番人気）
馬単票数 計 643285 的中 �� 42747（4番人気）
ワイド票数 計1068972 的中 �� 74835（4番人気）�� 177449（1番人気）�� 54610（6番人気）
3連複票数 計1939774 的中 ��� 161243（2番人気）
3連単票数 計3333879 的中 ��� 66094（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．5―50．6―1：02．7―1：14．9―1：27．0―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピュアジャッジ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．1．5 中山1着

2018．4．10生 �4鹿 母 ピュアアイズ 母母 ミスワキジャパン 6戦3勝 賞金 29，100，000円

４レース目



（4阪神3）第2日 6月19日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

249，100，000円
3，020，000円
23，170，000円
1，650，000円
32，220，000円
77，128，000円
5，029，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
797，578，800円
1，220，886，900円
337，958，500円
1，716，297，300円
675，483，700円
1，390，594，600円
3，243，754，100円
3，610，578，200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 12，993，132，100円

総入場人員 9，041名 （有料入場人員 8，696名）
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