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単勝
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17001 6月18日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （4阪神3） 第1日 第1競走 ��3，110�障害3歳以上オープン

発走10時00分（番組第4競走を順序変更） （芝・ダート）
負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：25．0良・良

79 サンティーニ �7栗 60 五十嵐雄祐�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 谷川牧場 492± 03：28．1 15．2�
810 ヴァーダイト 牡5黒鹿 60

57 ▲小牧加矢太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋ 23：28．41� 2．9�
33 ロイヤルアッシュ 牡4青鹿60 石神 深一大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 484＋ 2 〃 ハナ 6．5�
11 � メイショウタカトラ 牡8黒鹿60 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 516＋103：28．5� 33．3�
67 マッスルビーチ 牡6黒鹿60 北沢 伸也岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 83：28．71	 3．0�
44 タマノジュメイラ 牝6鹿 58 植野 貴也玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 490± 03：29．44 27．4	
66 ア ノ 牡6栗 60 難波 剛健武田 浩典氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 468＋163：29．72 19．1

55 � メイショウハチク �8鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 464＋ 43：29．8クビ 12．3�
78 テリオスルイ 牡4鹿 60 中村 将之鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 472＋ 43：29．9� 8．1�
22 アルトリウス �8鹿 60 蓑島 靖典G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム B472＋ 63：30．21
 46．6�
811 ハ デ ィ ア 牡5鹿 60 上野 翔�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 450－103：34．4大差 60．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，549，000円 複勝： 27，144，300円 枠連： 7，755，100円
馬連： 34，826，500円 馬単： 17，397，100円 ワイド： 30，252，200円
3連複： 60，884，700円 3連単： 71，563，400円 計： 270，372，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 340円 � 170円 � 190円 枠 連（7－8） 720円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，140円 �� 550円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 36，330円

票 数

単勝票数 計 205490 的中 � 10779（6番人気）
複勝票数 計 271443 的中 � 16746（6番人気）� 48206（2番人気）� 40082（3番人気）
枠連票数 計 77551 的中 （7－8） 8304（3番人気）
馬連票数 計 348265 的中 �� 11670（9番人気）
馬単票数 計 173971 的中 �� 2514（19番人気）
ワイド票数 計 302522 的中 �� 9467（9番人気）�� 6563（15番人気）�� 14722（5番人気）
3連複票数 計 608847 的中 ��� 9871（17番人気）
3連単票数 計 715634 的中 ��� 1428（120番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 51．2－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
・（9，5）10（4，3，6）（8，1，7）2－11
9，3（5，10，7）（4，1）8，2，6＝11

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

勝馬の
紹 介

サンティーニ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Machiavellian デビュー 2017．12．24 阪神2着

2015．3．27生 �7栗 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 障害：6戦2勝 賞金 26，590，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

17002 6月18日 曇 良 （4阪神3） 第1日 第2競走 2，400�3歳未勝利
発走10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
2：24．1
2：20．6

良
良

710 リッチブラック 牡3青 56 藤岡 康太辻 助氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 460＋ 22：27．2 2．0�
711 サンセットクラウド 牡3芦 56 坂井 瑠星前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 62：27．41� 3．0�
22 ハイグッドエース 牡3黒鹿56 幸 英明服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 428－ 22：27．71� 7．5�
44 クリノセキトバ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森
本スティーブル 432＋ 22：28．55 107．8�

33 タイニープライド 牝3鹿 54 加藤 祥太富永 剛氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B446－ 22：28．6クビ 15．9�
813 フォールロワ 牡3栗 56 富田 暁フィールドレーシング 四位 洋文 新ひだか 千代田牧場 B444－10 〃 クビ 38．9�
56 ゲンパチソル 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 456＋122：29．23� 30．6	
45 グッドヴィンテージ 牡3鹿 56 �島 克駿平田 修氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 496＋ 22：29．41� 7．0

11 ヒルノデプラーツ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 470－ 52：29．71� 172．7�
57 キンシャチノキセキ 牝3黒鹿 54

52 △松本 大輝西村 清子氏 浜田多実雄 新ひだか 静内フアーム 422＋ 62：29．91� 228．4
68 リアルグローリー 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ CLUB RUN FOR
THE ROSES 大橋 勇樹 浦河 杵臼牧場 444± 02：30．53� 136．9�

812 ヤマニンフルリール 牝3鹿 54 岩田 望来土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 466± 02：30．71� 139．0�
69 ファーストプライズ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 川越ファーム 458＋ 42：31．97 226．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，528，500円 複勝： 53，007，600円 枠連： 9，792，300円
馬連： 43，672，300円 馬単： 24，912，600円 ワイド： 36，214，000円
3連複： 66，047，300円 3連単： 96，925，200円 計： 363，099，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（7－7） 360円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 170円 �� 280円 �� 270円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 1，740円

票 数

単勝票数 計 325285 的中 � 125919（1番人気）
複勝票数 計 530076 的中 � 278513（1番人気）� 78904（2番人気）� 48485（4番人気）
枠連票数 計 97923 的中 （7－7） 20904（1番人気）
馬連票数 計 436723 的中 �� 99313（1番人気）
馬単票数 計 249126 的中 �� 33406（1番人気）
ワイド票数 計 362140 的中 �� 61249（1番人気）�� 29758（4番人気）�� 30866（3番人気）
3連複票数 計 660473 的中 ��� 79712（1番人気）
3連単票数 計 969252 的中 ��� 40301（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．3―13．2―12．5―12．5―12．6―12．3―11．8―11．5―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．2―37．5―50．7―1：03．2―1：15．7―1：28．3―1：40．6―1：52．4―2：03．9―2：15．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リッチブラック �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．4．17 阪神4着

2019．4．5生 牡3青 母 アドマイヤカンナ 母母 アドマイヤラピス 4戦1勝 賞金 10，180，000円
〔3走成績による出走制限〕 ファーストプライズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月18日まで平地競走に出走で

きない。

第３回 阪神競馬 第１日



17003 6月18日 曇 良 （4阪神3） 第1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

56 ハギノメーテル 牝3黒鹿54 小崎 綾也日隈 良江氏 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484－ 41：55．1 6．2�

69 エルザストラウム 牝3栗 54
50 ★今村 聖奈 �社台レースホース武 幸四郎 千歳 社台ファーム 442－ 61：55．2� 7．8�

711 ブランアルディ 牝3芦 54 川田 将雅野田 善己氏 辻野 泰之 日高 春木ファーム 480－ 21：55．4� 1．9�
812 スマートムーラン 牝3黒鹿54 秋山真一郎大川 徹氏 大久保龍志 日高 株式会社ス

マート 456＋ 21：55．82� 11．6�
710 アンジュレイ 牝3鹿 54 坂井 瑠星竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474＋121：56．11� 6．0�
33 パーラーギター 牝3青鹿54 西村 淳也吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：56．2� 33．8	
11 マ ナ ウ ス 牝3黒鹿54 酒井 学服部健太郎氏 田中 克典 浦河 谷口牧場 456＋ 21：56．51� 18．3

68 ルールザウイングス 牝3鹿 54 �島 良太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 476－ 8 〃 ハナ 59．6�
22 エ ギ ー ユ 牝3栗 54 幸 英明 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 474－ 6 〃 ハナ 29．4�
45 ビップジャスミン 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 戸川牧場 418± 01：57．03 156．4
44 クリノフラッグ 牝3鹿 54 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 454－ 21：57．1� 43．6�
813 スマイルカット 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 390＋ 61：57．31� 117．9�
57 ルージュリッシュ 牝3青鹿54 荻野 極 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム B468－ 41：57．61� 85．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，260，400円 複勝： 50，076，100円 枠連： 9，224，900円
馬連： 47，471，500円 馬単： 24，713，300円 ワイド： 48，938，300円
3連複： 78，152，400円 3連単： 89，394，700円 計： 381，231，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 140円 � 180円 � 110円 枠 連（5－6） 1，500円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 640円 �� 280円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 13，310円

票 数

単勝票数 計 332604 的中 � 42495（3番人気）
複勝票数 計 500761 的中 � 81051（2番人気）� 51684（4番人気）� 159071（1番人気）
枠連票数 計 92249 的中 （5－6） 4760（6番人気）
馬連票数 計 474715 的中 �� 15758（6番人気）
馬単票数 計 247133 的中 �� 3955（16番人気）
ワイド票数 計 489383 的中 �� 17773（6番人気）�� 48024（1番人気）�� 36521（3番人気）
3連複票数 計 781524 的中 ��� 42385（2番人気）
3連単票数 計 893947 的中 ��� 4867（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―37．6―51．2―1：04．6―1：17．8―1：30．3―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノメーテル �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．5．8 中京4着

2019．3．17生 牝3黒鹿 母 ハギノナトゥーラ 母母 ハギノアウグラーレ 3戦1勝 賞金 7，280，000円

17004 6月18日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （4阪神3） 第1日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時35分（番組第1競走を順序変更） （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

33 タイセイトレイル 牡7黒鹿60 平沢 健治田中 成奉氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B508＋ 23：21．7 2．8�
66 メイショウヤシャ 牡6栗 60 森 一馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 472＋ 63：21．8� 2．2�
88 ファイナルマズル 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B470－ 63：22．01� 17．3�
55 グリニッチヴィレジ 牝9黒鹿58 伴 啓太 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 442－ 83：22．31� 39．8�
22 タガノペルマネンテ 牝5黒鹿58 黒岩 悠八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458± 03：22．4� 8．2�
44 スーパーフェイバー 牡4黒鹿60 小野寺祐太�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 43：22．93 6．8	
11 � ビッグスコール 牡6鹿 60

57 ▲小牧加矢太木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 544－ 83：23．85 13．2

89 � フィアレスハート 	5黒鹿60 上野 翔 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 490－18 〃 ハナ 49．6�
77 ランドフェニックス 牡3鹿 58 中村 将之木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 中田 浩美 470－ 63：26．1大差 119．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，083，500円 複勝： 21，116，800円 枠連： 5，691，200円
馬連： 28，642，900円 馬単： 18，416，500円 ワイド： 22，740，200円
3連複： 47，100，300円 3連単： 85，940，800円 計： 251，732，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 210円 枠 連（3－6） 310円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 160円 �� 550円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，790円

票 数

単勝票数 計 220835 的中 � 62168（2番人気）
複勝票数 計 211168 的中 � 47010（2番人気）� 72182（1番人気）� 14949（6番人気）
枠連票数 計 56912 的中 （3－6） 13851（1番人気）
馬連票数 計 286429 的中 �� 72997（1番人気）
馬単票数 計 184165 的中 �� 21032（2番人気）
ワイド票数 計 227402 的中 �� 46535（1番人気）�� 8729（10番人気）�� 11662（7番人気）
3連複票数 計 471003 的中 ��� 29016（4番人気）
3連単票数 計 859408 的中 ��� 13004（14番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 52．9－3F 39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→	→�」
�
�
8（5，3）6，2，1，9－4－7
8，3，5（1，9）6，2＝4＝7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイトレイル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．8．27 小倉6着

2015．2．5生 牡7黒鹿 母 マザーウェル 母母 シンコウラブリイ 障害：7戦1勝 賞金 13，890，000円



17005 6月18日 曇 良 （4阪神3） 第1日 第5競走 ��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

812 ファントムシーフ 牡2鹿 54 和田 竜二�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 484 ―1：36．8 3．2�
811 ピヌスアモリス 牝2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 480 ―1：37．01� 7．2�
11 ガルヴァナイズ 牡2鹿 54 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470 ―1：37．42� 3．4�
710 リヤンドメテオール 牝2鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 464 ― 〃 ハナ 18．4�
44 アイスグリーン 牡2青鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 474 ― 〃 クビ 8．8�
33 � ユ ハ ン ヌ ス 牡2黒鹿54 岩田 望来ゴドルフィン 大久保龍志 英 Godolphin 458 ―1：37．71� 5．5	
55 リ コ ッ チ 牝2鹿 54 富田 暁谷川 昭雄氏 四位 洋文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458 ―1：38．55 112．8

22 ダンツクリスタル 牝2青 54 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 434 ―1：38．6� 17．5�
68 ベッピンサン 牝2鹿 54 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 486 ―1：38．7� 102．6
79 クリノヒーロー 牡2栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 468 ― 〃 クビ 87．3�
56 マンティコア 牡2黒鹿54 坂井 瑠星�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496 ―1：38．8� 90．1�
67 サ グ ア ロ 牡2栗 54 三浦 皇成飯田 貴大氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 496 ― 〃 クビ 145．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，655，600円 複勝： 57，086，500円 枠連： 11，661，700円
馬連： 63，268，200円 馬単： 29，946，200円 ワイド： 50，858，300円
3連複： 87，825，700円 3連単： 106，395，300円 計： 473，697，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 170円 � 130円 枠 連（8－8） 1，190円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 450円 �� 280円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 5，590円

票 数

単勝票数 計 666556 的中 � 171725（1番人気）
複勝票数 計 570865 的中 � 120346（2番人気）� 72130（4番人気）� 129076（1番人気）
枠連票数 計 116617 的中 （8－8） 7593（5番人気）
馬連票数 計 632682 的中 �� 43187（4番人気）
馬単票数 計 299462 的中 �� 13044（5番人気）
ワイド票数 計 508583 的中 �� 27320（5番人気）�� 49786（1番人気）�� 29543（4番人気）
3連複票数 計 878257 的中 ��� 52382（2番人気）
3連単票数 計1063953 的中 ��� 13794（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―37．4―50．3―1：02．7―1：14．5―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファントムシーフ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Medaglia d’Oro 初出走

2020．2．22生 牡2鹿 母 ル パ ン Ⅱ 母母 Promising Lead 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※サグアロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17006 6月18日 曇 良 （4阪神3） 第1日 第6競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

510 クインズジュピタ 牝3芦 54 松山 弘平 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 隆栄牧場 470－ 21：25．7 2．5�
815 マイネルレノン 牡3栗 56 国分 優作 �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 468＋141：26．01� 23．9�
612 ワンダーウィルク 牡3芦 56 福永 祐一山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 498－ 81：26．11 2．9�
11 ハクサンチェイス 牡3鹿 56 小崎 綾也河﨑 五市氏 小崎 憲 浦河 中村 雅明 460－ 61：26．2クビ 75．7�
24 ムーンガーデン 牡3鹿 56 坂井 瑠星巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 B464± 01：26．3� 33．1�
12 タマモペアリング 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 458＋ 41：26．51 11．6	
36 カ ル ネ 牡3鹿 56 北村 友一寺田 寿男氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 450－ 21：26．71 26．6

35 マノンルージュ 牡3鹿 56 藤岡 康太間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B456－ 6 〃 ハナ 13．3�
59 グリーンシアター 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈平口 信行氏 加用 正 浦河 株式会社 森
本スティーブル 436－12 〃 クビ 13．2�

816 ド ゴ ン 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子椎名 節氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444－ 21：26．91 86．2

611 リュッカクローナ 牡3鹿 56 秋山真一郎西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 458－ 21：27．11� 26．6�
47 コラムニスト 牡3黒鹿56 �島 克駿ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 11：27．84 21．7�
23 ベルモナーク 牡3黒鹿56 和田 竜二山本又一郎氏 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 486 ―1：28．01� 24．9�
713 バリューテーラー 牝3黒鹿54 富田 暁中西 浩一氏 森田 直行 日高 藤本ファーム 420－ 61：29．27 56．6�
48 ウインマリアンヌ 牝3鹿 54 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 442± 01：30．910 168．2�
714 サダムフォレスト 牡3栗 56 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 松浦牧場 516 ―1：33．4大差 276．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，194，000円 複勝： 62，842，900円 枠連： 14，935，500円
馬連： 61，410，400円 馬単： 26，567，300円 ワイド： 62，159，600円
3連複： 99，372，600円 3連単： 98，924，400円 計： 467，406，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 560円 � 130円 枠 連（5－8） 2，590円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 7，160円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 260円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 27，180円

票 数

単勝票数 計 411940 的中 � 127614（1番人気）
複勝票数 計 628429 的中 � 156441（1番人気）� 16637（10番人気）� 150349（2番人気）
枠連票数 計 149355 的中 （5－8） 4464（12番人気）
馬連票数 計 614104 的中 �� 9467（17番人気）
馬単票数 計 265673 的中 �� 2781（24番人気）
ワイド票数 計 621596 的中 �� 11137（15番人気）�� 74359（1番人気）�� 10364（16番人気）
3連複票数 計 993726 的中 ��� 16870（9番人気）
3連単票数 計 989244 的中 ��� 2638（61番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．9―12．3―12．2―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―35．5―47．8―1：00．0―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズジュピタ �
�
父 ヘニーハウンド �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2022．3．21 中京3着

2019．3．31生 牝3芦 母 マ マ キ ジ ャ 母母 サ ヤ カ 6戦1勝 賞金 11，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインマリアンヌ号・サダムフォレスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月

18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〕 バリューテーラー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月18日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルシュラーク号
（非抽選馬） 2頭 ゲオルギウス号・シックザイン号



17007 6月18日 曇 良 （4阪神3） 第1日 第7競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

22 ウィンドリッパー 牡4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482－ 42：01．9 3．4�
11 バリコノユメ 牝4栗 55 藤懸 貴志大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 480＋ 4 〃 クビ 12．3�
88 ブラックシールド 牡3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 450± 02：02．0� 1．7�
66 ジャスティンヴェル 牡3黒鹿54 北村 友一三木 正浩氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 482＋ 82：02．21 9．3�
89 モズタンジロウ 牡3芦 54 幸 英明 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 484＋142：02．3� 50．3	
77 バ イ ス �4鹿 57 富田 暁ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 B492－ 22：02．51� 110．0

55 メイプルリズム 牝4鹿 55 	島 克駿飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 B434＋102：02．71
 9．0�
44 � レッドヴァイス �4芦 57 荻野 極 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 22：03．55 26．3�
33 キタサンマーベラス 牝4栗 55

51 ★永島まなみ�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 472＋ 22：04．03 58．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 39，273，300円 複勝： 108，539，100円 枠連： 7，816，900円
馬連： 45，033，600円 馬単： 31，683，200円 ワイド： 36，605，400円
3連複： 62，855，300円 3連単： 138，628，400円 計： 470，435，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連（1－2） 2，040円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 400円 �� 150円 �� 330円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計 392733 的中 � 91669（2番人気）
複勝票数 計1085391 的中 � 122987（2番人気）� 37404（5番人気）� 777027（1番人気）
枠連票数 計 78169 的中 （1－2） 2963（8番人気）
馬連票数 計 450336 的中 �� 20734（6番人気）
馬単票数 計 316832 的中 �� 9075（9番人気）
ワイド票数 計 366054 的中 �� 19335（6番人気）�� 80252（1番人気）�� 24440（4番人気）
3連複票数 計 628553 的中 ��� 77903（2番人気）
3連単票数 計1386284 的中 ��� 19919（14番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．8―13．3―13．3―12．0―11．8―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．5―49．8―1：03．1―1：15．1―1：26．9―1：38．5―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィンドリッパー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．8．23 新潟5着

2018．1．31生 牡4鹿 母 スピードリッパー 母母 ポ ッ プ ス 14戦2勝 賞金 28，951，000円

17008 6月18日 曇 良 （4阪神3） 第1日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ビーアイオラクル 牡3鹿 54
52 △松本 大輝礒川 正明氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 478＋ 21：53．0 10．5�

12 プリモスペランツァ 牡3栗 54
51 ▲服部 寿希伊藤 篤氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 484＋ 21：53．1� 19．5�

816 メイショウマントル 牡4鹿 57 川田 将雅松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 516± 01：53．21 7．2�
714� ジャスパーグレイト 牡3芦 54 福永 祐一加藤 和夫氏 森 秀行 米 Jamm Ltd. 468＋ 21：53．41 2．4�
35 スペクトログラム 牡3栗 54 松山 弘平 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 26．2�
36 � フーリッシュホビー 牝3芦 52 幸 英明吉田 千津氏 杉山 佳明 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 482＋221：53．5クビ 15．3	
59 コンテナジュニア 牡4黒鹿57 西村 淳也住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B524± 01：54．45 46．8

48 サンライズジャスト 牡3鹿 54 藤岡 康太�ライフハウス 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 B520－101：54．82� 6．5�
612� メイショウストーム 	4鹿 57 松若 風馬松本 好氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 B456－ 61：54．9� 84．4�
815 タマモエイトビート 牡3鹿 54

50 ★永島まなみタマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 510－101：55．0アタマ 126．0�
611 アストゥーリアス 牡5栗 57 岩田 望来菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 468－ 41：55．1
 150．8�
23 ネ フ ィ リ ム 牡3鹿 54

51 ▲角田 大河フィールドレーシング 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 546－ 21：55．41
 236．2�
47 スマートビクター 牡3栗 54 高倉 稜大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 502－ 21：55．5
 181．1�
713� コルドンルージュ 牝3鹿 52 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 米 Northern

Farm 492－ 21：57．6大差 4．5�
24 ラ ブ リ ュ ス 牡3栗 54

50 ★今村 聖奈 �キャロットファーム 寺島 良 新冠 新冠橋本牧場 B498＋ 22：02．8大差 37．7�
（15頭）

510 グランメテオール 牡4栗 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，633，100円 複勝： 71，255，500円 枠連： 20，886，700円
馬連： 86，898，600円 馬単： 34，382，100円 ワイド： 76，673，600円
3連複： 133，475，700円 3連単： 142，800，800円 計： 616，006，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 330円 � 390円 � 200円 枠 連（1－1） 7，590円

馬 連 �� 7，880円 馬 単 �� 14，190円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 1，200円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 12，790円 3 連 単 ��� 85，210円

票 数

単勝票数 差引計 496331（返還計 6480） 的中 � 37646（5番人気）
複勝票数 差引計 712555（返還計 13430） 的中 � 53391（5番人気）� 42188（6番人気）� 111268（3番人気）
枠連票数 差引計 208867（返還計 421） 的中 （1－1） 2130（19番人気）
馬連票数 差引計 868986（返還計 26527） 的中 �� 8540（25番人気）
馬単票数 差引計 343821（返還計 11015） 的中 �� 1816（45番人気）
ワイド票数 差引計 766736（返還計 35024） 的中 �� 9786（22番人気）�� 16510（13番人気）�� 17748（11番人気）
3連複票数 差引計1334757（返還計 78038） 的中 ��� 7826（41番人気）
3連単票数 差引計1428008（返還計 77291） 的中 ��� 1215（258番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．8―49．0―1：02．0―1：14．8―1：27．3―1：39．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ビーアイオラクル �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ヨハネスブルグ デビュー 2021．7．24 新潟2着

2019．5．4生 牡3鹿 母 ビットアリエス 母母 レッドバラード 7戦2勝 賞金 17，600，000円
〔競走除外〕 グランメテオール号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で突進した際，疾病〔鼻部挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻7分遅延。
〔調教再審査〕 グランメテオール号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブリュス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月18日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゼウスバイオ号



17009 6月18日 晴 良 （4阪神3） 第1日 第9競走 ��
��1，200�

か い け

皆 生 特 別
発走14時25分 （芝・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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

11 テイエムスパーダ 牝3芦 52 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 浦河小林牧場 488＋ 81：07．9 3．9�
33 テイエムトッキュウ 牡4鹿 57 北村 友一竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 500＋161：08．32� 7．5�
67 ブッシュガーデン 牝3黒鹿52 富田 暁�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 462＋ 2 〃 クビ 2．2�
78 ス キ ッ プ 牡6黒鹿57 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484± 01：08．5	 16．8�
79 セ リ シ ア 牝4芦 55 三浦 皇成西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 458－ 2 〃 ハナ 25．3	
44 イルデレーヴ 牡4鹿 57 
島 克駿 
シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：09．03 46．0�
811 ウルトラソニック 牡4鹿 57 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 474＋ 8 〃 クビ 21．4�
66 タマモダイジョッキ 牡4栗 57 福永 祐一タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 61：09．42� 5．0
22 アイアンムスメ 牝4鹿 55 酒井 学西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 442± 01：09．61 215．5�
55 ファイアーボーラー �6黒鹿57 藤岡 康太 
シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 472＋ 81：09．92 56．0�
810 キモンブラウン 牝4栗 55 藤懸 貴志小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 ヤマタケ牧場 B450－ 41：10．85 27．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，960，400円 複勝： 57，084，900円 枠連： 17，541，700円
馬連： 76，809，300円 馬単： 35，597，100円 ワイド： 62，864，100円
3連複： 108，842，400円 3連単： 143，286，700円 計： 549，986，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 180円 � 120円 枠 連（1－3） 1，670円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 520円 �� 250円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 479604 的中 � 98072（2番人気）
複勝票数 計 570849 的中 � 98358（3番人気）� 64195（4番人気）� 146893（1番人気）
枠連票数 計 175417 的中 （1－3） 8110（7番人気）
馬連票数 計 768093 的中 �� 39856（5番人気）
馬単票数 計 355971 的中 �� 9721（9番人気）
ワイド票数 計 628641 的中 �� 28768（5番人気）�� 73167（1番人気）�� 32773（4番人気）
3連複票数 計1088424 的中 ��� 67613（2番人気）
3連単票数 計1432867 的中 ��� 12898（15番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―10．8―11．1―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．6―44．7―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムスパーダ �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2021．7．11 小倉1着

2019．4．25生 牝3芦 母 トシザコジーン 母母 トシメロディー 6戦3勝 賞金 39，452，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時30分に変更。

17010 6月18日 晴 良 （4阪神3） 第1日 第10競走 ��1，800�
た る み

垂水ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス，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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

67 イズジョーノキセキ 牝5鹿 54 和田 竜二泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 460－ 61：46．6 5．3�
812 ノースザワールド 牡4青鹿55 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476＋10 〃 クビ 3．9�
44 アールドヴィーヴル 牝4鹿 54 松山 弘平近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：46．7� 3．6�
33 オールザワールド 牡5鹿 54 幸 英明前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 474－ 41：46．91� 18．5�
811 ム ジ カ 牝5鹿 54 藤岡 康太ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 B462＋ 61：47．11 11．7�
710 サトノラムセス 牡4鹿 55 �島 克駿 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 468± 01：47．2� 17．6	
11 ロ ッ ク ユ ー �4青鹿55 岩田 望来石川 達絵氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 B434± 01：47．3クビ 7．2

56 サトノフウジン 牡5黒鹿55 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462－141：47．4	 9．2�
55 リ ノ キ ア ナ 牝5鹿 53 富田 暁松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 436－ 41：47．51 49．1�
79 メイショウテンモン 牡7栗 53 松若 風馬松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B502－ 41：47．6クビ 58．4
22 ジョウショームード 牡6黒鹿52 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 444＋ 61：47．92 146．7�
68 ヴ ィ ゴ ー レ 牡4芦 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 6 〃 クビ 22．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 59，779，800円 複勝： 88，293，800円 枠連： 21，053，400円
馬連： 125，091，800円 馬単： 45，054，700円 ワイド： 97，604，200円
3連複： 179，399，400円 3連単： 203，929，900円 計： 820，207，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 130円 � 140円 枠 連（6－8） 840円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 450円 �� 370円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 14，050円

票 数

単勝票数 計 597798 的中 � 90187（3番人気）
複勝票数 計 882938 的中 � 129759（3番人気）� 186721（1番人気）� 172276（2番人気）
枠連票数 計 210534 的中 （6－8） 19327（3番人気）
馬連票数 計1250918 的中 �� 73815（3番人気）
馬単票数 計 450547 的中 �� 11906（8番人気）
ワイド票数 計 976042 的中 �� 53784（3番人気）�� 67333（2番人気）�� 75672（1番人気）
3連複票数 計1793994 的中 ��� 68801（1番人気）
3連単票数 計2039299 的中 ��� 10517（24番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―11．5―12．1―11．9―12．1―11．1―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―36．4―48．5―1：00．4―1：12．5―1：23．6―1：34．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イズジョーノキセキ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．30 中京6着

2017．2．16生 牝5鹿 母 キングダンサー 母母 メインタイトル 20戦4勝 賞金 106，164，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 アールドヴィーヴル号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9

番）
※イズジョーノキセキ号・ムジカ号・リノキアナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17011 6月18日 晴 良 （4阪神3） 第1日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�

よ な ご

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

米子市長賞（1着）
賞 品

本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

714 ウインカーネリアン 牡5栗 57 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 510＋ 21：32．9 4．0�
510 カイザーミノル 牡6鹿 57 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B446－ 81：33．11	 13．8�
48 クラヴァシュドール 牝5青鹿54 岩田 望来�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 466－ 41：33．2
 24．1�
815 ラ セ ッ ト 牡7鹿 57 西村 淳也桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 496＋ 2 〃 ハナ 94．5�
47 � エアファンディタ 牡5黒鹿57 松山 弘平 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

B458－ 21：33．3クビ 5．8�
11 ヴァリアメンテ 牡4青鹿56 川田 将雅�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 21：33．51 5．4	
12 シャーレイポピー 牝4鹿 54 福永 祐一 
キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 ハナ 6．2�
23 エントシャイデン 牡7芦 59 藤岡 康太前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 4 〃 アタマ 28．1�
611 グラティアス 牡4鹿 56 北村 友一 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 492－ 61：33．92
 5．2
59 エイシンチラー 牝4鹿 54 坂井 瑠星�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 474± 01：34．21� 13．9�
35 アーデントリー 牡6鹿 56 富田 暁巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 454－ 6 〃 クビ 149．1�
612 ミッキーブリランテ 牡6鹿 58 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470－ 61：34．3
 55．9�
713 キ ョ ウ ヘ イ 牡8鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B446＋ 21：34．4クビ 223．3�
24 スーパーフェザー 7鹿 56 �島 克駿吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 60．8�
816 ク リ ス テ ィ 牝5芦 55 松若 風馬薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 492＋ 21：35．88 68．4�
36 サトノフェイバー 牡7黒鹿57 秋山真一郎 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B504± 01：37．7大差 161．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 132，958，400円 複勝： 189，233，400円 枠連： 68，958，400円
馬連： 336，658，500円 馬単： 111，455，900円 ワイド： 252，572，100円
3連複： 571，336，300円 3連単： 593，013，600円 計： 2，256，186，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 210円 � 410円 � 530円 枠 連（5－7） 1，530円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 1，700円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 18，620円 3 連 単 ��� 68，120円

票 数

単勝票数 計1329584 的中 � 262842（1番人気）
複勝票数 計1892334 的中 � 288912（1番人気）� 112917（7番人気）� 82029（8番人気）
枠連票数 計 689584 的中 （5－7） 34747（9番人気）
馬連票数 計3366585 的中 �� 82929（12番人気）
馬単票数 計1114559 的中 �� 17838（22番人気）
ワイド票数 計2525721 的中 �� 52235（18番人気）�� 38366（21番人気）�� 20302（32番人気）
3連複票数 計5713363 的中 ��� 23008（58番人気）
3連単票数 計5930136 的中 ��� 6311（247番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．8―11．6―11．6―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．5―46．3―57．9―1：09．5―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 ・（3，6）（14，16）（2，5）12，10，11－（1，9）（8，15，13）－（4，7） 4 ・（3，6）（2，14）（10，5，16）12（1，11）（8，9）（15，13）（4，7）

勝馬の
紹 介

ウインカーネリアン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．9 東京2着

2017．4．16生 牡5栗 母 コスモクリスタル 母母 クリスチャンネーム 17戦6勝 賞金 134，143，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノフェイバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月18日まで平地競

走に出走できない。

17012 6月18日 晴 良 （4阪神3） 第1日 第12競走 ��1，400�3歳以上1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 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

11 ライラボンド 牡3黒鹿54 長岡 禎仁 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 514＋ 21：24．7 5．1�
713 サトノテンペスト 牡4黒鹿57 太宰 啓介 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 日高 下河辺牧場 B510＋121：25．12� 23．5�
12 レイワホマレ 牡3鹿 54 川田 将雅松岡 研司氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 520± 01：25．2クビ 1．8�
714 タイセイエピソード 牡3栗 54 松若 風馬田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 468± 0 〃 クビ 23．7�
24 ベ ル ド ラ ゴ 牡3鹿 54 幸 英明吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 478± 01：25．3� 28．9�
510 ル シ ョ コ ラ 牝3青鹿 52

49 ▲角田 大河 �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 468± 01：25．4クビ 17．0	

611� スカイナイル 牝4芦 55
51 ★永島まなみ 
社台レースホース牧浦 充徳 米 Teruya

Yoshida 486－ 21：25．5� 100．2�
36 テイエムヒマラヤ 牡3鹿 54 富田 暁竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 456－ 4 〃 クビ 32．6�
48 プラウドルック 牝4鹿 55

53 △松本 大輝吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B446－121：25．71 54．4
35 タガノマーチ 牝4黒鹿55 藤懸 貴志八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434± 01：25．91	 405．8�
816 アルファマム 牝3鹿 52

51 ☆亀田 温心平井 裕氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 456＋101：26．11� 6．0�
815 ウイングスオブラヴ 
3鹿 54 藤岡 康太太田珠々子氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 450－ 81：26．2クビ 70．3�
59 レンツシュピッツェ 牡4栗 57

53 ★今村 聖奈�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 478＋ 41：26．83� 51．1�
612 ミキノプリンス 牡3鹿 54 和田 竜二谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 480－ 51：27．01 124．0�
47 � ヴ ィ レ ー ヌ 牝4鹿 55 坂井 瑠星吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B470－ 4 〃 ハナ 40．0�
23 シンリミテス 牡3鹿 54 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 21：28．17 25．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，474，700円 複勝： 111，569，400円 枠連： 35，207，000円
馬連： 142，583，100円 馬単： 66，634，200円 ワイド： 133，099，100円
3連複： 231，792，900円 3連単： 285，980，200円 計： 1，092，340，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 410円 � 120円 枠 連（1－7） 650円

馬 連 �� 8，170円 馬 単 �� 15，730円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 220円 �� 920円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 45，130円

票 数

単勝票数 計 854747 的中 � 132289（2番人気）
複勝票数 計1115694 的中 � 224345（2番人気）� 40927（8番人気）� 333029（1番人気）
枠連票数 計 352070 的中 （1－7） 41566（3番人気）
馬連票数 計1425831 的中 �� 13515（23番人気）
馬単票数 計 666342 的中 �� 3176（39番人気）
ワイド票数 計1330991 的中 �� 16132（20番人気）�� 192353（1番人気）�� 33212（9番人気）
3連複票数 計2317929 的中 ��� 42457（10番人気）
3連単票数 計2859802 的中 ��� 4594（126番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．4―47．9―1：00．0―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライラボンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アドマイヤドン デビュー 2021．7．25 新潟11着

2019．4．9生 牡3黒鹿 母 ベガグレシヤス 母母 ハヤテグレシャス 14戦2勝 賞金 24，010，000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。
（非抽選馬） 1頭 モラトリアム号



（4阪神3）第1日 6月18日（土曜日） 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 153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

239，200，000円
3，020，000円
21，840，000円
1，250，000円
30，660，000円
69，535，000円
5，387，500円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
631，350，700円
897，250，300円
230，524，800円
1，092，366，700円
466，760，200円
910，581，100円
1，727，085，000円
2，056，783，400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 8，012，702，200円

総入場人員 7，433名 （有料入場人員 7，149名）
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