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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

17037 6月26日 晴 良 （4阪神3） 第4日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時05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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 ウインバリオス 牡3鹿 56 川田 将雅�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 454－ 61：25．7 6．4�
12 アドマイヤジェイ 牡3鹿 56 D．レーン 近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－ 8 〃 アタマ 4．5�

（豪）

36 ラ ニ カ イ 牝3栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482＋121：26．01� 3．2�

11 ガ ラ パ ゴ ス 牡3栗 56 藤岡 康太 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 日高 碧雲牧場 490－ 6 〃 アタマ 9．1�

59 シェンフォン 牝3鹿 54
52 △松本 大輝 �グリーンファーム今野 貞一 千歳 社台ファーム B430－ 2 〃 クビ 23．0�

510 サンライズタイタン 牡3栗 56 和田 竜二�ライフハウス 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B516± 01：26．42� 4．6	
611 イーストリバー �3鹿 56

52 ★今村 聖奈三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 436－ 21：26．82� 42．3

47 オメガラブロッシュ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心原 �子氏 辻野 泰之 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：27．22� 137．0�
816 バシレウスシチー 牡3鹿 56 西村 淳也 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 438 ―1：27．41� 28．6�
713 テーオーロワ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 476± 01：27．5クビ 35．8
24 ザ ッ キ ン グ 牡3栗 56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 544－ 21：27．82 20．2�
815 クインズプリーズ 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �ケイアイスタリオン 吉岡 辰弥 新冠 新冠橋本牧場 442 ―1：28．12 35．9�
23 オ ゼ イ ユ 牝3栗 54 富田 暁杉岡 時治氏 四位 洋文 新ひだか 藤原牧場 446－ 21：28．63 43．1�
714 シゲルプレミアム 牡3黒鹿 56

54 △小沢 大仁森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 田中 裕之 466＋181：28．7クビ 257．1�
35 サンライズオウガ 牡3青鹿56 国分 恭介松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 468 ―1：32．1大差 339．8�
612 サンマルペルソナ 牡3黒鹿56 �島 良太相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 ヤスナカファーム 500 ―1：32．84 432．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，095，800円 複勝： 74，662，300円 枠連： 15，833，700円
馬連： 72，756，100円 馬単： 31，541，800円 ワイド： 76，432，300円
3連複： 119，607，600円 3連単： 112，280，800円 計： 549，210，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 170円 � 130円 枠 連（1－4） 1，220円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 720円 �� 430円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 計 460958 的中 � 56997（4番人気）
複勝票数 計 746623 的中 � 94511（4番人気）� 104777（3番人気）� 172840（1番人気）
枠連票数 計 158337 的中 （1－4） 10056（5番人気）
馬連票数 計 727561 的中 �� 27354（7番人気）
馬単票数 計 315418 的中 �� 4728（18番人気）
ワイド票数 計 764323 的中 �� 25996（7番人気）�� 46736（2番人気）�� 42625（3番人気）
3連複票数 計1196076 的中 ��� 43784（3番人気）
3連単票数 計1122808 的中 ��� 4960（36番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．5―12．2―12．6―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．7―46．9―59．5―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインバリオス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 コンデュイット デビュー 2022．1．30 中京11着

2019．3．16生 牡3鹿 母 ウインアキレア 母母 コスモヴァレンチ 7戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズオウガ号・サンマルペルソナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

7月26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 ウォーターパンドラ号・サトノキリンジ号・シャランガーナ号・タケノマグナム号・ブライトホルン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17038 6月26日 晴 良 （4阪神3） 第4日 第2競走 ��2，000�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 5，200，000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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

612 スーパーチーフ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 486± 02：08．2 4．2�
815 コンジャンクション 牡3黒鹿56 D．レーン �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B490± 02：08．84 5．1�

（豪）

48 ナリタイチモンジ 牡3鹿 56 富田 暁�オースミ 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 490－ 2 〃 ハナ 4．8�
11 ゲイングラウンド 牡3青鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506－ 22：09．01� 4．2�
713 ドンシャーク 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 B492－ 42：09．21� 30．3	
816 アルバハール 牡3栗 56 国分 恭介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋ 42：09．51� 357．0

714 アカノストロング 牡3鹿 56

54 △松本 大輝�岩切企画 松下 武士 千歳 社台ファーム 498± 02：09．6� 21．4�
12 メイショウシヅキ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 道見牧場 456－ 22：10．02 188．1�
510 ウインアラジン 牡3栗 56 松山 弘平�ウイン 寺島 良 新ひだか 桜井牧場 B484± 02：10．53 35．0
611 ロードレアル 牡3青鹿56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム B468＋ 42：10．71� 35．5�
35 クラウンハヴィ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 472－ 22：10．8� 184．0�
47 ジャスティンマリブ 牡3黒鹿56 北村 友一三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B500＋122：11．11� 154．7�
23 テイエムアルプス 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 B462－ 82：11．31� 36．6�
59 エスケイカイザー 牡3黒鹿56 太宰 啓介伊藤 輔則氏 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 504＋ 62：11．51� 6．3�
24 キタサンガイセン 牡3黒鹿56 吉田 隼人�大野商事 清水 久詞 日高 広中 稔 504＋ 22：13．110 270．4�
36 � ヒャッカリョウラン 牝3鹿 54 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 愛 Coolmore 450＋ 42：14．58 32．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，146，400円 複勝： 67，154，200円 枠連： 12，513，000円
馬連： 71，605，600円 馬単： 29，714，400円 ワイド： 69，439，500円
3連複： 112，080，700円 3連単： 102，823，500円 計： 511，477，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 160円 � 200円 枠 連（6－8） 840円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 340円 �� 450円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 11，580円

票 数

単勝票数 計 461464 的中 � 86626（2番人気）
複勝票数 計 671542 的中 � 128699（1番人気）� 108741（2番人気）� 76659（5番人気）
枠連票数 計 125130 的中 （6－8） 11478（1番人気）
馬連票数 計 716056 的中 �� 68954（1番人気）
馬単票数 計 297144 的中 �� 12040（3番人気）
ワイド票数 計 694395 的中 �� 56103（1番人気）�� 39794（5番人気）�� 23551（9番人気）
3連複票数 計1120807 的中 ��� 40288（4番人気）
3連単票数 計1028235 的中 ��� 6436（23番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．2―13．9―13．2―12．9―13．5―12．7―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．1―50．0―1：03．2―1：16．1―1：29．6―1：42．3―1：55．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．6
1
3
6，1，8（14，15）13（4，5，12）（7，9）10－2，3，11＝16
6，1（14，8）15（13，9）（4，12）－7（5，10）2－3，16－11

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

勝馬の
紹 介

スーパーチーフ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Wiesenpfad デビュー 2022．2．6 中京7着

2019．2．22生 牡3鹿 母 サンタフェチーフ 母母 Saldentigerin 5戦1勝 賞金 8，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒャッカリョウラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月26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〕 クラウンハヴィ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月26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） 2頭 ソニックバローズ号・ワールドパレス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 阪神競馬 第４日



17039 6月26日 晴 良 （4阪神3） 第4日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

713 ドゥライトアルディ 牝3鹿 54 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B472－121：56．4 4．7�
59 エイシンブラボー 牝3栗 54

51 ▲角田 大河�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 406± 01：57．35 87．0�
11 ジョーヌヴェール 牝3鹿 54 加藤 祥太川崎 賢二氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 438－ 21：58．04 70．8�
612 オリビアバローズ 牝3鹿 54 石橋 脩猪熊 広次氏 上村 洋行 新ひだか 服部 牧場 490± 01：58．42� 69．2�
816 ソフィアコール 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈髙瀬 正志氏 小崎 憲 浦河 上山牧場 424＋ 6 〃 クビ 2．6�
12 テーオーティラミス 牝3鹿 54 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 454± 01：58．5クビ 7．3	
714 セ ン ト レ ア 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子長谷川守正氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462－ 41：58．71� 129．4

48 ライトストリーム 牝3黒鹿54 西村 淳也 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 21：58．8� 91．5�
23 サルサディーバ 牝3栗 54 和田 竜二吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 506＋ 81：58．9� 15．3�
35 カルディナーレ 牝3黒鹿54 福永 祐一山本又一郎氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋ 8 〃 ハナ 3．7
611 クリノキューチャン 牝3鹿 54 国分 優作栗本 博晴氏 坂口 智康 新冠 パカパカ

ファーム 468＋10 〃 クビ 153．4�
510 テイケイアンジェ 牝3鹿 54 城戸 義政兼松 忠男氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 482± 01：59．42� 46．4�
36 テキーラサンライズ 牝3青鹿 54

52 △小沢 大仁大田 恭充氏 松永 昌博 むかわ ヤマイチ牧場 448－ 82：00．14 121．1�
47 アルモハバナ 牝3鹿 54 松若 風馬吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 462－ 42：00．84 24．1�
815 ク ロ ミ ツ 牝3鹿 54 川須 栄彦金山 敏也氏 松下 武士 新冠 合同会社

小泉学 B474－ 82：01．01 19．4�
24 ワンアンドワン 牝3鹿 54 小野寺祐太�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 432－ 6 （競走中止） 114．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，434，000円 複勝： 49，616，100円 枠連： 11，816，200円
馬連： 56，281，100円 馬単： 26，269，700円 ワイド： 54，778，700円
3連複： 90，576，900円 3連単： 95，375，300円 計： 422，148，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 2，190円 � 1，260円 枠 連（5－7） 5，620円

馬 連 �� 21，480円 馬 単 �� 37，880円

ワ イ ド �� 5，840円 �� 4，190円 �� 33，540円

3 連 複 ��� 290，310円 3 連 単 ��� 1，171，980円

票 数

単勝票数 計 374340 的中 � 63413（3番人気）
複勝票数 計 496161 的中 � 80009（3番人気）� 5068（13番人気）� 9019（10番人気）
枠連票数 計 118162 的中 （5－7） 1627（18番人気）
馬連票数 計 562811 的中 �� 2030（45番人気）
馬単票数 計 262697 的中 �� 520（77番人気）
ワイド票数 計 547787 的中 �� 2426（45番人気）�� 3400（39番人気）�� 418（101番人気）
3連複票数 計 905769 的中 ��� 234（281番人気）
3連単票数 計 953753 的中 ��� 59（1251番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―14．1―13．1―13．4―13．1―12．6―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．8―51．9―1：05．3―1：18．4―1：31．0―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドゥライトアルディ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 City Zip デビュー 2021．8．28 小倉8着

2019．3．17生 牝3鹿 母 シティウェルズ 母母 Meteor Wells 8戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 ワンアンドワン号は，競走中に疾病〔左第1指骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 エギーユ号・レインボーミスト号

17040 6月26日 晴 良 （4阪神3） 第4日 第4競走 ��1，600�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 5，200，000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
1：31．1
1：30．3

良
良

47 � エ ク セ ト ラ 牡3鹿 56 C．ルメールゴドルフィン 吉村 圭司 英 Middle
Club Team 496＋ 61：34．6 12．2�

35 アオイゴールドワン 牡3鹿 56 和田 竜二新谷 幸義氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 464＋ 41：34．71 2．4�
23 オーダーナチュラル 牡3黒鹿 56

52 ★今村 聖奈 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 446－ 41：34．91 8．3�
11 マテンロウサニー 牝3栗 54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 438－ 61：35．01 22．7�
715 エイシングリュック 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 478－ 41：35．1クビ 9．3	
48 オ オ キ ニ 牡3鹿 56 D．レーン 岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 450＋ 21：35．2� 9．8


（豪）

818 モズベイパーコーン 牝3青鹿54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 藤岡 健一 日高 株式会社
目黒牧場 486－ 21：35．3クビ 42．4�

611 フローレンスハニー 牝3芦 54 松若 風馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 日高 白井牧場 420± 01：35．51� 13．2�

817 ショウナンナダル 牝3黒鹿54 松山 弘平国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 446＋ 61：35．6� 7．3
36 ローズクレスト 牡3鹿 56

54 △松本 大輝水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B464＋ 41：35．7� 247．5�
612 ヒルノロワール 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新ひだか サカイファーム 496－ 21：35．8� 121．5�
12 チ カ レ ン ヌ 牝3黒鹿54 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 426 ―1：35．9� 78．5�
24 コ ル カ ノ ン 牝3芦 54 吉田 隼人吉田 千津氏 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 クビ 49．5�
714 アパショナード 牡3黒鹿56 福永 祐一大塚 亮一氏 千田 輝彦 浦河 ディアレスト

クラブ 428± 01：36．0クビ 21．3�
510 トーホウオリオン 牡3鹿 56 長岡 禎仁東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 470－ 21：36．31� 19．1�
713 マ ー 牝3栗 54

51 ▲角田 大河北山 敏�氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 424± 01：37．04 225．2�
816 ヤマカツオードリー 牝3栗 54

50 ★永島まなみ山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 450－ 41：37．74 299．7�
59 メイショウコウヨウ 牝3鹿 54 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 424＋141：38．12� 333．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 57，473，500円 複勝： 87，326，900円 枠連： 19，113，700円
馬連： 81，352，700円 馬単： 33，783，600円 ワイド： 88，670，900円
3連複： 135，699，800円 3連単： 127，033，400円 計： 630，454，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 300円 � 130円 � 230円 枠 連（3－4） 550円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，670円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 21，640円

票 数

単勝票数 計 574735 的中 � 37529（6番人気）
複勝票数 計 873269 的中 � 55817（6番人気）� 252212（1番人気）� 84471（3番人気）
枠連票数 計 191137 的中 （3－4） 26500（1番人気）
馬連票数 計 813527 的中 �� 49026（5番人気）
馬単票数 計 337836 的中 �� 7502（11番人気）
ワイド票数 計 886709 的中 �� 48175（4番人気）�� 12424（17番人気）�� 55681（1番人気）
3連複票数 計1356998 的中 ��� 28823（5番人気）
3連単票数 計1270334 的中 ��� 4255（51番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．0―12．3―11．7―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．6―47．6―59．9―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．7
3 ・（18，15）16（5，7）17（1，11）12（3，6，13）10（8，14）（2，9）－4 4 18（15，16）5（7，17）（1，11）（3，12）6（8，10，13）14（2，4）9

勝馬の
紹 介

�エ ク セ ト ラ �
�
父 Exceed And Excel �

�
母父 Fantastic Light デビュー 2021．6．6 中京12着

2019．3．16生 牡3鹿 母 Middle Club 母母 Anna Oleanda 11戦1勝 賞金 11，320，000円
※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 ソリトン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



17041 6月26日 晴 良 （4阪神3） 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

33 カルロヴェローチェ 牡2鹿 54 C．ルメール 大野 照旺氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494 ―1：50．2 4．7�
11 チャンスザローゼス 牡2鹿 54 川田 将雅藤田 晋氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484 ―1：50．52 4．8�
710 ゴッドファーザー 牡2青鹿54 福永 祐一�NICKS 萩原 清 日高 スマイルファーム 506 ―1：50．71� 18．4�
44 アンテロース 牡2鹿 54 武 豊 �インゼルレーシング 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 436 ―1：50．91� 7．8�
55 ドゥラエレーデ 牡2黒鹿54 北村 友一 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 510 ― 〃 クビ 2．0�
68 デルマソトガケ 牡2栗 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 494 ―1：51．0� 119．2	
22 オータムクイーン 牝2鹿 54 松山 弘平ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446 ―1：51．42� 43．7

812 エーティースピカ 牝2鹿 54 富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 478 ―1：51．61� 141．1�
56 � カ ウ ピ リ 牝2芦 54 坂井 瑠星�ノースヒルズ 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 432 ―1：51．7	 71．2�
67 ペイシャハヤブサ 牡2青鹿54 和田 竜二北所 直人氏 吉田 直弘 日高 中川 欽一 472 ―1：52．55 176．8
79 シンドバッド 牡2鹿 54

50 ★今村 聖奈 Him Rock Racing
ホールディングス� 寺島 良 浦河 ディアレスト

クラブ 466 ― 〃 ハナ 74．3�
811 ノイアーターク 牡2鹿 54 横山 典弘 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 456 ―1：53．56 43．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 106，282，100円 複勝： 74，273，800円 枠連： 11，716，100円
馬連： 78，758，500円 馬単： 47，751，500円 ワイド： 68，463，300円
3連複： 112，507，100円 3連単： 173，681，700円 計： 673，434，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 170円 � 290円 枠 連（1－3） 930円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 330円 �� 750円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 13，630円

票 数

単勝票数 計1062821 的中 � 187174（2番人気）
複勝票数 計 742738 的中 � 123335（2番人気）� 121313（3番人気）� 55910（5番人気）
枠連票数 計 117161 的中 （1－3） 9699（4番人気）
馬連票数 計 787585 的中 �� 67538（4番人気）
馬単票数 計 477515 的中 �� 18079（7番人気）
ワイド票数 計 684633 的中 �� 58123（3番人気）�� 22144（8番人気）�� 20184（9番人気）
3連複票数 計1125071 的中 ��� 24623（9番人気）
3連単票数 計1736817 的中 ��� 9236（40番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．1―13．3―13．2―13．1―12．1―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．2―49．5―1：02．7―1：15．8―1：27．9―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．4
3 ・（12，10）（4，3，5）1（7，9）（8，6）2＝11 4 ・（12，10）（4，3，5）（1，7，9）2（8，6）－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カルロヴェローチェ �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ロックオブジブラルタル 初出走

2020．1．18生 牡2鹿 母 スサーナトウショウ 母母 シーイズトウショウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17042 6月26日 晴 良 （4阪神3） 第4日 第6競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）

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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 ド ゥ ー ベ 牡5栗 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 514－ 21：24．8 9．7�
36 ヒロノシュン �3芦 54 和田 竜二高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 シンボリ牧場 490＋ 21：24．9� 5．4�
24 ビオグラフィア 牡4鹿 57 西村 淳也 �キャロットファーム 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋121：25．11 47．6�
612 デルマセドナ 牝3青鹿52 団野 大成浅沼 廣幸氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 462＋ 41：25．31� 80．1�
611 ヴィゴラスダンサー 牝3鹿 52 川田 将雅前迫 義幸氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436－ 21：25．83 2．7�
23 テイエムファルコン 牡5栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 502± 0 〃 ハナ 10．4	
59 � レヴィーアクイーン 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム B478± 01：25．9クビ 65．7

714 ドンフクリン 牡3栗 54

52 △小沢 大仁山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452± 0 〃 ハナ 311．9�
47 サダムゲンヤ 牡6鹿 57 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本 智広 B486－18 〃 クビ 189．4�
35 ロードオルデン 牡3鹿 54 坂井 瑠星 ロードホースクラブ 辻野 泰之 浦河 大北牧場 464± 01：26．0クビ 8．5�
816� ミッキーフランケル �4芦 57 吉田 隼人野田みづき氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 468－181：26．42� 32．9�
12 ゴットゴーゴー 牝4黒鹿55 富田 暁後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋121：26．61� 104．5�
815� シ ュ ピ カ 牝4栗 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 新冠 協和牧場 482＋131：27．23� 233．3�
713 マイネルグスタフ 牡4栗 57

55 △松本 大輝 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 8 〃 ハナ 125．7�

11 サトノテンペスト 牡4黒鹿 57
53 ★今村 聖奈 サトミホースカンパニー 高橋 亮 日高 下河辺牧場 B508－ 21：27．62� 5．4�

510 クレスケンスルーナ 牝3栗 52 岡田 祥嗣西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 480＋ 61：27．81� 10．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，466，300円 複勝： 88，382，600円 枠連： 16，038，900円
馬連： 89，259，100円 馬単： 36，059，500円 ワイド： 90，282，300円
3連複： 145，405，900円 3連単： 145，301，500円 計： 673，196，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 270円 � 220円 � 840円 枠 連（3－4） 1，500円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 4，070円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 22，080円 3 連 単 ��� 99，660円

票 数

単勝票数 計 624663 的中 � 51408（5番人気）
複勝票数 計 883826 的中 � 91200（4番人気）� 118783（3番人気）� 22572（9番人気）
枠連票数 計 160389 的中 （3－4） 8242（8番人気）
馬連票数 計 892591 的中 �� 24994（13番人気）
馬単票数 計 360595 的中 �� 4862（25番人気）
ワイド票数 計 902823 的中 �� 24111（12番人気）�� 5578（36番人気）�� 10358（23番人気）
3連複票数 計1454059 的中 ��� 4937（62番人気）
3連単票数 計1453015 的中 ��� 1057（311番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．2―12．5―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．5―47．7―1：00．2―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ゥ ー ベ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Intikhab デビュー 2019．8．4 新潟4着

2017．4．10生 牡5栗 母 ト ゥ ー ピ ー 母母 Turpitude 15戦2勝 賞金 30，054，000円
〔制裁〕 サダムゲンヤ号の調教師中尾秀正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※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） 1頭 エルバリオ号
（非抽選馬） 3頭 アファン号・キングズソード号・ロードドミニオン号



17043 6月26日 晴 良 （4阪神3） 第4日 第7競走 2，200�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右）

負担重量は，3歳53�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
2：10．1
2：09．0

良
良

711 ゲーテローズ 牝3黒鹿51 富田 暁 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 432－ 22：14．3 17．0�
814 クラウンドマジック 牡3黒鹿53 横山 典弘�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 506－ 8 〃 クビ 81．9�
22 レッドバリエンテ 牡3黒鹿53 横山 武史 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 474－ 22：14．61� 6．7�
46 テーオーソラネル 牡3黒鹿53 福永 祐一小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B488－ 42：14．7クビ 7．6�
45 アーティット 牡3鹿 53 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 480＋ 62：14．91� 2．9	
58 アップデート 牡3鹿 53 和田 竜二石川 達絵氏 杉山 晴紀 日高 白井牧場 506± 0 〃 ハナ 7．2

813 マッハモンルード 牝4栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498± 02：15．01 11．5�
33 ラスマドレス 牝3黒鹿51 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456＋142：15．2� 7．4�
712 ブラジリアンソング 牡3青鹿53 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B496－ 22：15．41� 89．6
610 ディーンズリスター 牡3鹿 53 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 510＋ 2 〃 アタマ 6．2�
11 � ラストエクセル 牝5栗 55

53 ◇藤田菜七子 �ニッシンホール
ディングス 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 444＋102：15．72 252．7�

69 ブロンドケリー 牡3栗 53
49 ★今村 聖奈水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 高橋 義浩 452± 02：16．01� 49．1�

34 エ バ ー マ ノ 牝5黒鹿55 幸 英明宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 ハナ 164．9�
57 バ シ レ ウ ス 牡4鹿 57

55 △小沢 大仁 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 日高 新井 昭二 472－ 22：17．27 413．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 69，343，400円 複勝： 86，662，300円 枠連： 15，328，400円
馬連： 97，960，200円 馬単： 39，129，700円 ワイド： 89，930，400円
3連複： 146，259，600円 3連単： 153，589，800円 計： 698，203，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 480円 � 1，380円 � 250円 枠 連（7－8） 3，410円

馬 連 �� 46，200円 馬 単 �� 81，970円

ワ イ ド �� 10，470円 �� 1，500円 �� 5，880円

3 連 複 ��� 78，460円 3 連 単 ��� 573，980円

票 数

単勝票数 計 693434 的中 � 32474（8番人気）
複勝票数 計 866623 的中 � 46452（8番人気）� 14294（10番人気）� 106782（3番人気）
枠連票数 計 153284 的中 （7－8） 3483（17番人気）
馬連票数 計 979602 的中 �� 1643（56番人気）
馬単票数 計 391297 的中 �� 358（107番人気）
ワイド票数 計 899304 的中 �� 2180（56番人気）�� 15834（22番人気）�� 3902（42番人気）
3連複票数 計1462596 的中 ��� 1398（133番人気）
3連単票数 計1535898 的中 ��� 194（831番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―13．8―13．0―12．8―12．7―11．9―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．7―35．7―49．5―1：02．5―1：15．3―1：28．0―1：39．9―1：51．4―2：02．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲーテローズ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．8．22 小倉6着

2019．4．8生 牝3黒鹿 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー 9戦2勝 賞金 21，180，000円

17044 6月26日 晴 良 （4阪神3） 第4日 第8競走 ��
��1，800�

き の さ き

城 崎 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

44 アルナシーム 牡3鹿 54 福永 祐一ライオンレースホース� 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 426± 01：46．2 1．8�
811 サンストックトン 牡3栗 54 横山 武史 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 460－ 21：46．3� 9．3�
11 サンライズヘルメス 牡5鹿 57 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 484－ 41：46．51� 16．9�
33 ポ ー カ ー 牡3黒鹿54 川田 将雅石川 達絵氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：46．92� 9．2�
810 エバーシャドネー 牝3鹿 52 藤岡 康太宇田 豊氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：47．0� 7．1�
22 ミクソロジー 牡3栗 54 西村 淳也江馬 由将氏 辻野 泰之 日高 タバタファーム 428－ 2 〃 クビ 41．7	
55 	 プリティユニバンス 牝5黒鹿55 松若 風馬亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 448－ 41：47．53 223．5

66 フォースクエア 牡3栗 54 松山 弘平 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 アタマ 5．7�
67 エリザベスミノル 牝3青鹿52 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 438－ 21：47．7
 44．2
79 ミッキーワンダー 牡3青鹿54 坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466－ 21：47．8
 19．9�
78 クリノイヴァンカ 牝6鹿 55 松本 大輝栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 6 〃 クビ 269．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 67，728，300円 複勝： 85，721，800円 枠連： 13，979，900円
馬連： 87，182，200円 馬単： 46，840，100円 ワイド： 74，109，500円
3連複： 121，879，900円 3連単： 198，222，100円 計： 695，663，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 270円 枠 連（4－8） 400円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 340円 �� 720円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 10，520円

票 数

単勝票数 計 677283 的中 � 300610（1番人気）
複勝票数 計 857218 的中 � 331012（1番人気）� 72546（5番人気）� 53951（6番人気）
枠連票数 計 139799 的中 （4－8） 26919（2番人気）
馬連票数 計 871822 的中 �� 88826（4番人気）
馬単票数 計 468401 的中 �� 30614（4番人気）
ワイド票数 計 741095 的中 �� 61622（3番人気）�� 25490（9番人気）�� 12885（19番人気）
3連複票数 計1218799 的中 ��� 25310（11番人気）
3連単票数 計1982221 的中 ��� 13650（36番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―12．4―12．2―12．2―11．6―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．1―47．5―59．7―1：11．9―1：23．5―1：34．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルナシーム �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．7．4 函館1着

2019．4．14生 牡3鹿 母 ジュベルアリ 母母 ドバイマジェスティ 6戦2勝 賞金 33，095，000円



17045 6月26日 晴 良 （4阪神3） 第4日 第9競走 ��1，400�
ま い こ

舞 子 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス，R3．6．26以降R4．6．19まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

713 インフィナイト 牝4黒鹿53 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506－101：20．5 34．4�
12 メイショウベッピン 牝5鹿 53 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 490－ 21：20．6� 19．0�
47 ルピナスリード 牝3黒鹿51 池添 謙一�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 450－ 41：20．7クビ 2．1�
11 ア ル マ マ 牡6芦 55 C．ルメール �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 466－ 41：20．91 5．6�
48 コーディアル 牝4青鹿53 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：21．11� 21．2�
23 テーオーディエス 牝4鹿 52 幸 英明小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット

ファーム 446＋121：21．2� 57．7	
35 ウインスピリタス 牡6鹿 55 和田 竜二
ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 484－ 2 〃 ハナ 17．4�
59 � メイショウイジゲン 牡4芦 53 小沢 大仁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 436－ 4 〃 クビ 120．7�
816 タケルラスティ 牡5栗 55 吉田 豊森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 504－ 41：21．41� 154．0
36 レーヴドゥラプレリ 牝4鹿 53 川田 将雅吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：21．5� 11．3�
612 ムーンライト 牝5青 53 松山 弘平石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 474± 01：21．6� 57．1�
24 アルトシュタット 牡3鹿 53 福永 祐一 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：21．7� 6．2�
815� フローラルドレス 牝5鹿 51 今村 聖奈髙橋 正雄氏 森田 直行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 422－ 4 〃 アタマ 172．6�
817 エーティーソブリン 牡4鹿 56 富田 暁荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 B488＋ 41：21．91� 19．6�
510 フォルステライト 牝5黒鹿51 松若 風馬 �サンデーレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム B444－ 61：22．21� 57．3�
611 クリノオウジャ 牡6鹿 55 M．デムーロ栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B440－ 41：22．41� 29．4�
714 セ イ レ ー ン 牝4栗 51 藤懸 貴志浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 410＋121：24．010 110．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 72，631，900円 複勝： 98，876，200円 枠連： 25，861，300円
馬連： 121，119，200円 馬単： 51，527，600円 ワイド： 120，602，200円
3連複： 207，118，400円 3連単： 220，071，200円 計： 917，808，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，440円 複 勝 � 680円 � 330円 � 140円 枠 連（1－7） 6，980円

馬 連 �� 20，490円 馬 単 �� 46，900円

ワ イ ド �� 5，530円 �� 1，450円 �� 690円

3 連 複 ��� 16，410円 3 連 単 ��� 215，020円

票 数

単勝票数 計 726319 的中 � 16879（10番人気）
複勝票数 計 988762 的中 � 27621（10番人気）� 66308（5番人気）� 269754（1番人気）
枠連票数 計 258613 的中 （1－7） 2870（20番人気）
馬連票数 計1211192 的中 �� 4581（55番人気）
馬単票数 計 515276 的中 �� 824（105番人気）
ワイド票数 計1206022 的中 �� 5356（57番人気）�� 21160（15番人気）�� 47262（5番人気）
3連複票数 計2071184 的中 ��� 9463（51番人気）
3連単票数 計2200712 的中 ��� 742（600番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．0―11．6―11．4―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．6―33．6―45．2―56．6―1：08．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．3
3 13（1，14）（4，7）（2，6，10）11（5，15）9－8，12，3（16，17） 4 13（1，14，7）（2，4，10）6（5，11）（9，15）8，17（3，12）16

勝馬の
紹 介

インフィナイト �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．8．9 新潟1着

2018．1．22生 牝4黒鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 11戦2勝 賞金 42，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイレーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月26日まで平地競走に出

走できない。
※タケルラスティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17046 6月26日 晴 良 （4阪神3） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

はな

花のみちステークス
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

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 371，000円 106，000円 53，000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 オーヴァーネクサス 牡5鹿 57 北村 友一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 498＋ 21：24．4 7．5�

510 ロ ー ウ ェ ル �4黒鹿57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 534＋ 81：24．5	 2．4�

714 ゴ ダ イ リ キ 牡4鹿 57 C．ルメール 青山 洋一氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 504＋ 2 〃 クビ 10．9�
59 ニホンピロランド 牡6鹿 57 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 498＋ 21：24．6	 42．5�
713
 フォルツァエフ 牡7鹿 57 松本 大輝大野 照旺氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells B496－ 21：24．7クビ 125．3	
47 ラインオブフェイト 牝4栗 55 吉田 隼人 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 462＋ 21：24．81 28．2

48 シェパードボーイ 牡6黒鹿57 武 豊吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 442± 01：24．9	 15．7�
612 タガノプレトリア 牡7鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 41：25．0	 156．2�
611 ゴールドパラディン 牡5栗 57 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 430－ 21：25．1	 4．1
815 タイガーサイレンス 牡5青鹿57 高倉 稜伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 460－ 41：25．2クビ 160．8�
12 アルメイダミノル 牡4芦 57 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 522＋ 41：25．41	 6．2�
35 スズカカナロア 牡6鹿 57 川須 栄彦永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 ハナ 90．0�
23 クリノサンレオ 牡9栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 470－ 61：25．71� 84．7�
24 バーニングペスカ 牡7鹿 57 角田 大河山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 474－ 41：25．91 96．3�
11 ゴッドバンブルビー 牝6栗 55 富田 暁中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 462－ 2 〃 クビ 43．3�
36 
 イ ッ シ ン 牡5鹿 57 和田 竜二林 正道氏 中村 直也 米 Stonecliff

Farm B536－121：26．75 145．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 87，291，700円 複勝： 101，798，600円 枠連： 31，430，500円
馬連： 169，058，300円 馬単： 69，371，000円 ワイド： 135，876，500円
3連複： 260，917，700円 3連単： 303，111，200円 計： 1，158，855，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 140円 � 260円 枠 連（5－8） 1，060円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，460円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 17，270円

票 数

単勝票数 計 872917 的中 � 92538（4番人気）
複勝票数 計1017986 的中 � 100902（4番人気）� 249120（1番人気）� 84327（5番人気）
枠連票数 計 314305 的中 （5－8） 22884（4番人気）
馬連票数 計1690583 的中 �� 118506（3番人気）
馬単票数 計 693710 的中 �� 19597（9番人気）
ワイド票数 計1358765 的中 �� 77746（4番人気）�� 22223（14番人気）�� 63595（5番人気）
3連複票数 計2609177 的中 ��� 60452（8番人気）
3連単票数 計3031112 的中 ��� 12721（38番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．3―12．1―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．7―47．0―59．1―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーヴァーネクサス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2020．5．16 京都11着

2017．3．7生 牡5鹿 母 オーヴァーアンダー 母母 Princess Mitterand 13戦4勝 賞金 57，271，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



17047 6月26日 晴 良 （4阪神3） 第4日 第11競走 ��
��2，200�第63回宝 塚 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬，除3歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上58�，牝馬2�減

宝塚市長賞・日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 200，000，000円 80，000，000円 50，000，000円 30，000，000円 20，000，000円
付 加 賞 3，780，000円 1，080，000円 540，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：10．1
2：09．0
2：10．1

良
良
良

36 タイトルホルダー 牡4鹿 58 横山 和生山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 22：09．7レコード 4．2�
510 ヒシイグアス 牡6青鹿58 D．レーン 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490－ 42：10．02 9．5�

（豪）

47 デアリングタクト 牝5青鹿56 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 日高 長谷川牧場 480－ 62：10．32 7．3�

715 ディープボンド 牡5青鹿58 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 502－ 2 〃 ハナ 5．6�
59 マイネルファンロン 牡7青鹿58 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 42：10．61� 175．2�
24 エフフォーリア 牡4鹿 58 横山 武史 	キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B520－ 2 〃 ハナ 3．3

612 ウインマリリン 牝5栗 56 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 476＋142：10．81	 73．0�
611 パンサラッサ 牡5鹿 58 吉田 豊広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 476 〃 アタマ 10．2�
48 ステイフーリッシュ 牡7鹿 58 坂井 瑠星 	社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 472 2：11．12 78．1
817 ギ ベ オ ン 牡7鹿 58 西村 淳也 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 510＋ 22：11．41� 276．4�
818 ポ タ ジ ェ 牡5鹿 58 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 42：11．5� 22．9�
816 グロリアムンディ 牡4鹿 58 福永 祐一吉田 和美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B496± 02：11．92 142．3�
23 メロディーレーン 牝6鹿 56 団野 大成岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 354＋ 22：12．0� 210．3�
713 ア リ ー ヴ ォ 牡4鹿 58 武 豊 	シルクレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：12．1
 12．0�
35 アイアンバローズ 牡5鹿 58 石橋 脩猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 492－ 42：12．2クビ 183．8�
12 アフリカンゴールド �7栗 58 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 468± 02：12．41	 122．0�
714 キングオブコージ 牡6鹿 58 横山 典弘増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 82：15．5大差 114．3�
（17頭）

11 オーソリティ 牡5鹿 58 C．ルメール 	シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516 （競走除外）

売 得 金
単勝： 1，789，794，900円 複勝： 1，599，885，400円 枠連： 550，468，400円 馬連： 3，042，095，800円 馬単： 1，103，636，900円
ワイド： 2，272，021，300円 3連複： 4，918，222，800円 3連単： 6，985，196，500円 5重勝： 728，910，100円 計： 22，990，232，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 250円 � 240円 枠 連（3－5） 2，520円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 780円 �� 710円 �� 840円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 25，220円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／函館11R／東京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 4，906，120円

票 数

単勝票数 差引計17897949（返還計911989） 的中 � 3403153（2番人気）
複勝票数 差引計15998854（返還計981938） 的中 � 2567371（3番人気）� 1546061（5番人気）� 1691524（4番人気）
枠連票数 差引計5504684（返還計 8405） 的中 （3－5） 168715（14番人気）
馬連票数 差引計30420958（返還計5257895） 的中 �� 1143827（8番人気）
馬単票数 差引計11036369（返還計1883590） 的中 �� 241861（12番人気）
ワイド票数 差引計22720213（返還計3708433） 的中 �� 749740（10番人気）�� 824987（8番人気）�� 690581（11番人気）
3連複票数 差引計49182228（返還計15248633） 的中 ��� 715629（18番人気）
3連単票数 差引計69851965（返還計20957270） 的中 ��� 200790（86番人気）
5重勝票数 差引計7289101（返還計511746） 的中 ����� 104

ハロンタイム 12．5―10．4―11．0―12．1―11．6―12．1―11．9―11．8―11．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―22．9―33．9―46．0―57．6―1：09．7―1：21．6―1：33．4―1：45．3―1：57．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイトルホルダー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Motivator デビュー 2020．10．4 中山1着

2018．2．10生 牡4鹿 母 メ ー ヴ ェ 母母 Top Table 12戦6勝 賞金 793，111，000円
〔競走除外〕 オーソリティ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 サンレイポケット号・ヒートオンビート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

17048 6月26日 晴 良 （4阪神3） 第4日 第12競走 ��1，200�リ ボ ン 賞
発走16時30分 （ダート・右）

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
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

35 アッティーヴォ 牡8栗 57 松山 弘平奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 456－ 21：12．6 9．9�
714 ロードサージュ 牡4栗 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 454－ 41：12．81� 83．7�
815� エスケーアタランタ 牝6黒鹿55 池添 謙一菅藤 孝雄氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 484＋16 〃 アタマ 31．7�
816 ハクサンライラック 牝6栗 55 柴田 未崎河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 498－ 2 〃 ハナ 25．6�
24 シホノディレット 牡3鹿 54 松本 大輝村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞	湖 レイクヴィラファーム B532＋ 2 〃 アタマ 4．3�
12 オンリーワンスター 牝9鹿 55 藤懸 貴志	宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 458± 01：12．9
 42．1

48 クリノイコライザー �5栗 57 国分 恭介栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 450＋ 61：13．0クビ 11．5�
611 ポケットロケット 牝4栗 55 石橋 脩野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 488－ 81：13．31� 33．2�
47 ミッキーマインド 牡7鹿 57 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 474－ 41：13．4
 32．8
510 ジューンクエスト 牡4栗 57 西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 日高 山田 政宏 460－ 41：13．72 89．8�
11 ヨッシーフェイス 牡4芦 57 今村 聖奈 STレーシング 寺島 良 新ひだか グランド牧場 496＋261：13．8クビ 9．5�
713� コーリンバニラ 牝5芦 55 小沢 大仁伊藤 恵介氏 加藤 和宏 新ひだか 前谷 武志 506－ 4 〃 クビ 238．6�
36 ダイシンウィット 牡5栗 57 横山 武史大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B496－ 81：14．11
 8．9�
612� エムオータイショウ 牡6鹿 57 竹之下智昭大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 門別牧場 512－ 41：14．2� 47．5�
59 エナジーロッソ 牝4鹿 55 C．ルメール �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 B480－ 21：14．62 3．8�
23 ノボベルサイユ 牝4青鹿55 横山 和生矢野 琢也氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 480－ 21：14．7� 6．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 189，484，700円 複勝： 213，338，500円 枠連： 77，307，700円
馬連： 330，875，400円 馬単： 128，083，500円 ワイド： 301，844，500円
3連複： 559，425，900円 3連単： 644，674，000円 計： 2，445，034，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 1，520円 � 660円 枠 連（3－7） 9，570円

馬 連 �� 34，170円 馬 単 �� 52，400円

ワ イ ド �� 6，890円 �� 3，370円 �� 10，540円

3 連 複 ��� 137，920円 3 連 単 ��� 1，016，060円

票 数

単勝票数 計1894847 的中 � 152431（6番人気）
複勝票数 計2133385 的中 � 219322（4番人気）� 33195（14番人気）� 81917（9番人気）
枠連票数 計 773077 的中 （3－7） 6256（26番人気）
馬連票数 計3308754 的中 �� 7504（73番人気）
馬単票数 計1280835 的中 �� 1833（128番人気）
ワイド票数 計3018445 的中 �� 11271（68番人気）�� 23289（38番人気）�� 7344（83番人気）
3連複票数 計5594259 的中 ��� 3042（297番人気）
3連単票数 計6446740 的中 ��� 460（1770番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．0―47．2―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アッティーヴォ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Charismatic デビュー 2016．8．6 小倉2着

2014．3．24生 牡8栗 母 シックスポケット 母母 ビトウィーンダンシーズ 37戦4勝 賞金 78，204，000円
〔制裁〕 ジューンクエスト号の騎手西村淳也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コウイチ号
（非抽選馬）10頭 アスカロン号・アルナージ号・ウキウキホリデー号・ケイサンフリーゼ号・サノノクヒオ号・ショウゲッコウ号・

タケルラスティ号・タヤスゴールド号・マイステージ号・メイショウミズモ号

５レース目



（4阪神3）第4日 6月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

575，170，000円
1，730，000円
26，640，000円
7，350，000円
76，620，000円
14，000，000円
83，264，000円
5，716，500円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
2，632，173，000円
2，627，698，700円
801，407，800円
4，298，304，200円
1，643，709，300円
3，442，451，400円
6，929，702，300円
9，261，361，000円
728，910，100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
5 重 勝
計 32，365，717，800円

総入場人員 43，297名 （有料入場人員 42，618名）



令和4年度 第3回阪神競馬 総計

競走回数 48回 出走延頭数 691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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，275，930，000円
7，770，000円
97，460，000円
11，790，000円
166，420，000円
14，000，000円
307，417，000円
21，083，500円
6，633，600円

勝馬投票券売得金
4，753，464，200円
5，735，811，100円
1，612，745，400円
8，266，222，200円
3，268，988，200円
6，765，230，100円
13，779，175，300円
16，965，161，600円
728，910，100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
5 重 勝
計 61，875，708，200円

総入場延人員 68，040名 （有料入場延人員 66，434名）
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