
17025 6月25日 晴 良 （4阪神3） 第3日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走9時55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
1：32．3
1：32．3

良
良

11 コスモサガルマータ 牡2黒鹿54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 梅田 智之 新ひだか 岡田スタツド 472＋101：34．9 19．4�
77 マイネルメモリー 牡2黒鹿54 和田 竜二 �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 438－ 2 〃 クビ 2．0�
33 ビューティーワン 牝2栗 54 富田 暁�コスモ・コスモ 武 英智 安平 追分ファーム 494＋ 41：35．0クビ 2．8�
44 マイネルカーライル 牡2鹿 54 坂井 瑠星 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：35．53 4．0�
88 モズマスターピース 牡2鹿 54 団野 大成 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 474－ 61：35．6� 46．9	
22 ラ ブ コ 牝2鹿 54 岩田 望来 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 390－ 21：35．81� 43．3

55 プライスレス 牝2鹿 54 川須 栄彦 �カタオカファーム加用 正 新ひだか カタオカフアーム 446－ 41：37．07 78．2�
66 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± 01：37．2� 167．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 30，768，700円 複勝： 57，096，500円 枠連： 発売なし
馬連： 34，470，700円 馬単： 21，791，500円 ワイド： 22，789，800円
3連複： 48，847，400円 3連単： 104，818，100円 計： 320，582，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 190円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 390円 �� 470円 �� 150円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 10，840円

票 数

単勝票数 計 307687 的中 � 13406（4番人気）
複勝票数 計 570965 的中 � 17867（4番人気）� 380101（1番人気）� 94155（2番人気）
馬連票数 計 344707 的中 �� 16716（4番人気）
馬単票数 計 217915 的中 �� 3772（10番人気）
ワイド票数 計 227898 的中 �� 12362（4番人気）�� 9859（6番人気）�� 53132（1番人気）
3連複票数 計 488474 的中 ��� 46556（2番人気）
3連単票数 計1048181 的中 ��� 7006（30番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．0―12．1―12．0―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―35．2―47．3―59．3―1：11．1―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモサガルマータ 
�
父 ヴィクトワールピサ 

�
母父 More Than Ready デビュー 2022．6．11 中京6着

2020．4．7生 牡2黒鹿 母 エーソングフォー 母母 Miss Garland 2戦1勝 賞金 5，200，000円

17026 6月25日 晴 良 （4阪神3） 第3日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時25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
1：08．8
1：08．5

重
重

48 ニホンピロクリーク 牝3鹿 54 国分 優作小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 472± 01：12．5 2．1�
36 ゴーウィズフェイス 牝3鹿 54 富田 暁前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 山野牧場 470－10 〃 クビ 8．1�
47 プレミアムベリー 牝3鹿 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 442＋ 21：13．35 12．1�
24 ミ テ ィ エ ラ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 晴哉氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 490＋ 21：13．4� 38．0�
815 ピンクムーン 牝3栗 54

52 △小沢 大仁森中 啓子氏 渡辺 薫彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 434－ 2 〃 クビ 5．6�

713 ルクスディオン 牝3栗 54
50 ★今村 聖奈�ルクス 吉村 圭司 新ひだか 静内山田牧場 444± 01：13．61� 5．9	

816 ダブルブレンド 牝3栗 54 小崎 綾也
酒井牧場 西村 真幸 浦河 酒井牧場 402＋ 61：13．91� 36．4�
11 リ オ レ 牝3鹿 54 幸 英明吉田 安惠氏 中村 直也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 21：14．11 83．6�
59 クイーンイレブン 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ吉野加壽代氏 藤沢 則雄 日高 沖田牧場 478＋ 21：14．31� 167．7
611 オウケンミッキー 牝3鹿 54 岩田 望来福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 辻 牧場 444＋ 61：14．4� 14．3�
12 パ ン ド ー ロ 牝3黒鹿54 西村 淳也
下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 490 ―1：15．14 160．4�
510 タマモエストレジャ 牝3青鹿54 国分 恭介タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 484＋ 41：15．2クビ 131．6�
714 トーホウクリスタル 牝3青鹿54 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 470－181：15．3� 306．0�
35 ジェニーグロウ 牝3鹿 54 松山 弘平林 正道氏 奥村 豊 日高 藤本ファーム 424－ 21：15．4クビ 14．1�
612 メイショウコドマリ 牝3栗 54

51 ▲角田 大河松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 494＋101：15．51 180．2�
23 サントゥスタッシュ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 
社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 476＋101：24．1大差 281．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，325，000円 複勝： 60，863，000円 枠連： 13，902，600円
馬連： 57，237，000円 馬単： 25，936，500円 ワイド： 54，874，600円
3連複： 94，759，200円 3連単： 92，456，700円 計： 440，354，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 240円 � 200円 枠 連（3－4） 580円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 490円 �� 310円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 10，390円

票 数

単勝票数 計 403250 的中 � 149730（1番人気）
複勝票数 計 608630 的中 � 230999（1番人気）� 44760（5番人気）� 58506（4番人気）
枠連票数 計 139026 的中 （3－4） 18281（2番人気）
馬連票数 計 572370 的中 �� 35948（4番人気）
馬単票数 計 259365 的中 �� 10057（6番人気）
ワイド票数 計 548746 的中 �� 28368（5番人気）�� 50010（2番人気）�� 9168（17番人気）
3連複票数 計 947592 的中 ��� 26309（4番人気）
3連単票数 計 924567 的中 ��� 6450（20番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．2―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロクリーク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スニッツェル デビュー 2021．10．10 阪神14着

2019．3．23生 牝3鹿 母 ニホンピロヴィータ 母母 ニホンピロタイラ 9戦1勝 賞金 12，240，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サントゥスタッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月25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〕 クイーンイレブン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月25日まで平地競走に出走でき

ない。

第３回 阪神競馬 第３日
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



17027 6月25日 晴 良 （4阪神3） 第3日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10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

713 サンライズアリオン 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 516＋ 21：52．9 2．2�
612 テイエムファクター 牡3鹿 56 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 林 孝輝 456－ 41：53．21� 9．1�
59 ペルマナント 牡3黒鹿56 坂井 瑠星�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436± 01：54．79 6．1�
47 ヒノデテイオー 牡3栗 56 横山 典弘松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 438－ 41：55．01� 3．7�
23 アークデトリオンフ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ藤井 一雄氏 角田 晃一 浦河 不二牧場 492± 01：55．32 125．5�
815 ベッロジョヴァンニ 牡3栗 56

54 △松本 大輝加藤 裕司氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 452＋ 41：55．83 42．4	
611 エムリエール 牡3鹿 56 城戸 義政村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 杵臼斉藤牧場 460＋ 21：55．9アタマ 9．1

35 フクノラヴァル 牡3黒鹿56 中井 裕二福島 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか 土田農場 482＋ 41：56．11� 70．5�
24 ディーノエナジー 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子坂本 守孝氏 清水 久詞 浦河 丸村村下
ファーム 494－ 21：57．16 42．0�

48 ホーリーインパクト 牡3黒鹿56 団野 大成ホシノレーシング 斉藤 崇史 浦河 富田牧場 500± 01：57．31 45．3
714 テイエムサンボーイ 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新冠 大栄牧場 534＋ 81：57．4� 67．1�
11 ドクトゥルネモト 牡3鹿 56 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 ファニーヒルファーム 532 ― 〃 クビ 216．4�
12 レイワガンタン 牡3栗 56 幸 英明松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 464－ 6 〃 アタマ 84．0�
36 フィングルブリッジ 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈吉田 勝己氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：57．71� 70．8�
816 ダンツカリフ 牡3黒鹿 56

54 △小沢 大仁山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 富塚ファーム 470－10 〃 クビ 250．8�
510 テイエムインディ 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 508 ―1：59．29 164．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，348，100円 複勝： 53，444，200円 枠連： 10，754，800円
馬連： 54，104，200円 馬単： 26，192，700円 ワイド： 54，347，700円
3連複： 86，273，700円 3連単： 90，163，100円 計： 414，628，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 220円 � 170円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 540円 �� 320円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 10，920円

票 数

単勝票数 計 393481 的中 � 142912（1番人気）
複勝票数 計 534442 的中 � 119983（1番人気）� 52162（5番人気）� 80450（3番人気）
枠連票数 計 107548 的中 （6－7） 14119（2番人気）
馬連票数 計 541042 的中 �� 30545（5番人気）
馬単票数 計 261927 的中 �� 8876（7番人気）
ワイド票数 計 543477 的中 �� 25330（5番人気）�� 47928（2番人気）�� 12494（9番人気）
3連複票数 計 862737 的中 ��� 23327（6番人気）
3連単票数 計 901631 的中 ��� 5981（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．7―49．9―1：02．3―1：14．8―1：27．2―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズアリオン �
�
父 ザファクター �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．2．19 阪神3着

2019．4．28生 牡3鹿 母 カシュカシュ 母母 スリーソウツ 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 ドクトゥルネモト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ドクトゥルネモト号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムインディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月25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 アグネスリュウ号・グルアガッハ号・ワンダーアリウープ号

17028 6月25日 晴 良 （4阪神3） 第3日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時25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
1：57．2
1：56．1

良
良

11 キングロコマイカイ 牡3黒鹿56 西村 淳也大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B482－ 22：00．6 6．2�
12 エルゲルージ 牡3鹿 56 坂井 瑠星犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 510＋222：00．7� 3．9�
24 タ イ ク ー ン 牡3栗 56

53 ▲角田 大河 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 512± 02：01．23 108．2�

47 スクリーンアピール 牝3鹿 54 長岡 禎仁 KRジャパン 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 440－ 2 〃 ハナ 78．4�
510 バレエマスター 牡3鹿 56 幸 英明吉田 照哉氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 8．4�
23 エスポワールエール 牡3鹿 56 福永 祐一 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494± 02：01．41� 3．3

611 プリマヴィータ 牝3栗 54 和田 竜二近藤 克麿氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 432＋ 42：01．5� 24．7�
815 ムーンスター 牝3栗 54 藤岡 康太田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド B430＋ 22：01．71� 212．0�
713 ショウナンパラボラ 牡3黒鹿56 松山 弘平国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 高村牧場 426± 02：02．12 5．7
48 ダイリュウブラック 牡3鹿 56 松若 風馬大野 龍氏 梅田 智之 新ひだか カタオカステーブル 446＋ 42：02．42 21．1�
36 ロマンドブリエ 牡3栗 56

54 △松本 大輝 	シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 470－ 6 〃 アタマ 117．5�
714 ブレイズアウト 牡3栗 56 荻野 極 	サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 22：02．5� 148．1�
816 オーウェンバローズ 牡3鹿 56 岩田 望来猪熊 広次氏 辻野 泰之 洞�湖 レイクヴィラファーム 458－ 42：03．02� 10．4�
612 ジューンフラワー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ吉川 潤氏 坂口 智康 日高 白井牧場 420＋ 22：03．53� 135．0�
35 トモノレオン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣共田 義夫氏 杉山 佳明 新ひだか 北洋牧場 422＋ 42：04．03 355．8�
59 カレンイモーション 牡3芦 56

54 △小沢 大仁鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 484－ 22：04．63� 191．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，991，600円 複勝： 56，301，400円 枠連： 11，703，900円
馬連： 52，916，600円 馬単： 24，400，500円 ワイド： 51，991，000円
3連複： 80，851，700円 3連単： 86，681，000円 計： 402，837，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 190円 � 2，240円 枠 連（1－1） 1，330円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 560円 �� 10，270円 �� 8，530円

3 連 複 ��� 37，610円 3 連 単 ��� 172，170円

票 数

単勝票数 計 379916 的中 � 48624（4番人気）
複勝票数 計 563014 的中 � 63871（5番人気）� 96359（3番人気）� 4907（10番人気）
枠連票数 計 117039 的中 （1－1） 6798（5番人気）
馬連票数 計 529166 的中 �� 28836（5番人気）
馬単票数 計 244005 的中 �� 6119（10番人気）
ワイド票数 計 519910 的中 �� 25979（5番人気）�� 1244（51番人気）�� 1500（42番人気）
3連複票数 計 808517 的中 ��� 1612（80番人気）
3連単票数 計 866810 的中 ��� 365（396番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．8―11．7―12．0―12．2―12．1―11．8―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．3―47．0―59．0―1：11．2―1：23．3―1：35．1―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングロコマイカイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．12．4 阪神6着

2019．4．15生 牡3黒鹿 母 オ ツ ウ 母母 デライトポイント 5戦1勝 賞金 7，010，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アスクオーマイキー号・クリノレイチェル号・ライダーストーム号



17029 6月25日 晴 良 （4阪神3） 第3日 第5競走 1，400�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：20．1
1：20．1

良
良

33 オリオンネビュラ 牡2栗 54 松山 弘平�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 442 ―1：22．7 11．6�
67 セ ミ マ ル 牡2黒鹿54 団野 大成田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 488 ―1：22．8クビ 18．9�
11 ルクスドヌーヴ 牝2鹿 54 岩田 望来�ルクス 須貝 尚介 日高 いとう牧場 432 ―1：23．01 13．1�
79 ニードレストゥセイ 牝2鹿 54 坂井 瑠星ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444 ―1：23．1� 22．1�
55 エミサキホコル 牡2黒鹿54 藤岡 康太亀岡 和彦氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 466 ― 〃 アタマ 26．9�
811 ギーロカスタル 牡2鹿 54 和田 竜二桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 440 ―1：23．52� 33．7	
78 チャーチモード 牡2鹿 54 福永 祐一 
シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 532 ―1：24．77 1．5�
810 ア シ リ パ 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 446 ―1：25．01� 16．3�
66 ゴールデンウィンド 牝2栗 54 松若 風馬�レッドマジック高柳 大輔 新冠 ハクレイファーム 470 ―1：25．42� 8．3
22 ボーマルシェ 牡2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 
キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466 ―1：26．14 28．5�

44 アナベルヒマワリ 牝2鹿 54 幸 英明 YMホース 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 428 ―1：26．2� 37．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 57，766，500円 複勝： 68，826，900円 枠連： 9，295，600円
馬連： 52，770，200円 馬単： 33，328，500円 ワイド： 49，565，200円
3連複： 79，256，400円 3連単： 115，986，100円 計： 466，795，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 340円 � 550円 � 390円 枠 連（3－6） 1，930円

馬 連 �� 6，160円 馬 単 �� 14，490円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 860円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 15，850円 3 連 単 ��� 119，100円

票 数

単勝票数 計 577665 的中 � 41983（3番人気）
複勝票数 計 688269 的中 � 55395（3番人気）� 31275（7番人気）� 46460（4番人気）
枠連票数 計 92956 的中 （3－6） 3723（8番人気）
馬連票数 計 527702 的中 �� 6632（17番人気）
馬単票数 計 333285 的中 �� 1724（36番人気）
ワイド票数 計 495652 的中 �� 8478（17番人気）�� 15178（9番人気）�� 7903（19番人気）
3連複票数 計 792564 的中 ��� 3749（53番人気）
3連単票数 計1159861 的中 ��� 706（296番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．2―11．7―11．6―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．5―46．2―57．8―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンネビュラ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Majestic Warrior 初出走

2020．2．20生 牡2栗 母 オ リ ヒ メ 母母 Champagne Royale 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アシリパ号の騎手今村聖奈は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番）

17030 6月25日 晴 良 （4阪神3） 第3日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．8

良
良

59 ジューンレインボー 牝3青鹿54 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 高昭牧場 418＋ 21：46．7 15．9�
24 ヴィスパメンテ 牝3黒鹿54 岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 61：47．23 2．5�
612 デ ミ 牝3鹿 54 幸 英明吉田 和美氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：47．3� 47．6�
47 チ ョ ッ ピ ー 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 448－ 21：47．51� 7．6�

611 コーリングユー 牝3鹿 54 横山 典弘�タイヘイ牧場 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 428－ 61：47．6クビ 2．4	
35 ウインフェリーチェ 牝3鹿 54 松若 風馬�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 406＋ 41：47．7� 206．9

12 ビートルジュース 牝3青 54 加藤 祥太阿部東亜子氏 羽月 友彦 日高 オリオンファーム 426－ 21：47．91� 235．9�
713 サニーバローズ 牝3栃栗54 団野 大成猪熊 広次氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B464－ 4 〃 ハナ 7．0�
817 ブラックオパール 牝3黒鹿54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 484± 01：48．22 119．1
36 マーブルファクター 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 486＋121：48．73 46．9�

510 ゲットデザイアー 牝3芦 54 北村 友一深見 富朗氏 牧田 和弥 新ひだか 元道牧場 452－101：49．33� 186．9�
818 メイショウカミヨシ 牝3黒鹿54 石橋 脩松本 好雄氏 四位 洋文 浦河 三嶋牧場 438＋ 61：49．4クビ 255．0�
816 カムアウトロール 牝3栗 54

52 △松本 大輝服部健太郎氏 辻野 泰之 新冠 三村 卓也 424 ―1：49．5� 264．0�
715 ラヴァーズリング 牝3青鹿 54

50 ★永島まなみ三宅 勝俊氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 474－ 41：49．92� 128．6�
23 ラブカヒルー 牝3鹿 54 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 448＋ 8 〃 クビ 30．8�
11 ハーランズセンス 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 412＋ 21：51．17 141．3�
714 クールドレーヌ 牝3青鹿54 太宰 啓介�ターフ・スポート羽月 友彦 新ひだか 今 牧場 404 ―1：51．52� 295．3�

（17頭）
48 エアリーリージェン 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈小川眞査雄氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 46，479，900円 複勝： 79，487，000円 枠連： 12，320，300円
馬連： 63，526，900円 馬単： 29，111，500円 ワイド： 56，581，700円
3連複： 98，830，000円 3連単： 118，847，600円 計： 505，184，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 370円 � 190円 � 890円 枠 連（2－5） 1，660円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 6，090円

ワ イ ド �� 760円 �� 3，140円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 16，200円 3 連 単 ��� 123，790円

票 数

単勝票数 差引計 464799（返還計 502） 的中 � 23344（5番人気）
複勝票数 差引計 794870（返還計 560） 的中 � 53018（5番人気）� 134384（2番人気）� 19354（7番人気）
枠連票数 差引計 123203（返還計 42） 的中 （2－5） 5732（7番人気）
馬連票数 差引計 635269（返還計 855） 的中 �� 20501（8番人気）
馬単票数 差引計 291115（返還計 436） 的中 �� 3584（19番人気）
ワイド票数 差引計 565817（返還計 826） 的中 �� 20108（8番人気）�� 4488（23番人気）�� 8626（14番人気）
3連複票数 差引計 988300（返還計 2318） 的中 ��� 4573（35番人気）
3連単票数 差引計1188476（返還計 3319） 的中 ��� 696（244番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―12．0―12．3―12．7―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―34．6―46．6―58．9―1：11．6―1：23．4―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジューンレインボー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2022．1．9 中京5着

2019．4．24生 牝3青鹿 母 アグネスパサー 母母 アグネスセレーネー 6戦1勝 賞金 9，980，000円
〔出走取消〕 エアリーリージェン号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 クールドレーヌ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 クールドレーヌ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーランズセンス号・クールドレーヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月

25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 スマートドラフト号



17031 6月25日 晴 良 （4阪神3） 第3日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：08．8
1：08．5

重
重

815 テキサスフィズ 牝3鹿 52
50 △松本 大輝 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 452－ 81：12．1 13．6�

611 メイショウヒヅクリ 牝3黒鹿 52
49 ▲角田 大河松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 470＋12 〃 アタマ 46．0�

47 ゼットノヴァ 牡3青鹿54 幸 英明�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 430± 01：12．31� 2．0�
36 ワセダタンク 牡3黒鹿 54

52 △小沢 大仁大冨 智弘氏 橋口 慎介 日高 日高大洋牧場 496＋ 61：12．62 22．7�
713 ク レ ド 牡3黒鹿54 高倉 稜 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 新ひだか 平野牧場 428± 01：12．81� 40．1	
12 レッドフランカー 牡4黒鹿57 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B468± 01：13．43� 158．0

23 イチネンエーグミ 牡3鹿 54 国分 恭介藤本 彰氏 茶木 太樹 新ひだか 前田牧場 544＋ 4 〃 クビ 30．0�
612� ナ サ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星杉浦 和也氏 藤沢 則雄 日高 アイズスタッド株式会社 456＋ 41：13．5クビ 10．4�
510� ヒメノジャッカル 牡5鹿 57

53 ★永島まなみ橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 456＋ 6 〃 クビ 244．0
816	 シ ラ キ ヌ 牝3芦 52

50 ◇藤田菜七子ゴドルフィン 藤原 英昭 米 Darsan Inc.
and Godolphin 480－ 21：13．6クビ 4．6�

59 ヒロノクイーン 牝4黒鹿 55
51 ★今村 聖奈サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 464＋ 21：13．92 17．7�

48 トゥーレツリー 牝3栗 52 横山 典弘 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム 432± 01：14．1
 41．0�
24 	 ヨ ー デ ル 牡3栗 54 松山 弘平小松 達昌氏 森 秀行 米 Mercedes

Stable LLC 516＋ 9 〃 クビ 27．8�
11 タ ガ ノ ミ ア 牝3鹿 52 岩田 望来八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 01：14．41� 14．2�
35 カネトシブルーム 牡3芦 54 富田 暁兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 490－141：14．5
 25．8�
714 マクシミリアン 牡4栗 57 団野 大成�ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 460＋101：14．82 51．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，411，000円 複勝： 71，323，800円 枠連： 15，636，300円
馬連： 75，629，300円 馬単： 33，173，700円 ワイド： 76，326，400円
3連複： 126，158，200円 3連単： 125，406，400円 計： 575，065，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 350円 � 820円 � 130円 枠 連（6－8） 1，310円

馬 連 �� 16，280円 馬 単 �� 33，170円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 660円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 12，080円 3 連 単 ��� 116，860円

票 数

単勝票数 計 514110 的中 � 30117（4番人気）
複勝票数 計 713238 的中 � 42432（5番人気）� 15575（14番人気）� 221326（1番人気）
枠連票数 計 156363 的中 （6－8） 9249（4番人気）
馬連票数 計 756293 的中 �� 3599（39番人気）
馬単票数 計 331737 的中 �� 750（74番人気）
ワイド票数 計 763264 的中 �� 4988（36番人気）�� 31492（4番人気）�� 13055（17番人気）
3連複票数 計1261582 的中 ��� 7827（41番人気）
3連単票数 計1254064 的中 ��� 778（355番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．1―12．4―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―35．1―47．5―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 ・（11，15）（6，16）7，2（5，13）（1，3，12）10－14，9＝8，4 4 ・（11，15）（6，16）7（2，5，13）1（10，3，12）14－9－4，8

勝馬の
紹 介

テキサスフィズ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．10．10 阪神9着

2019．4．6生 牝3鹿 母 シャンボールフィズ 母母 マンハッタンフィズ 6戦2勝 賞金 15，780，000円
※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 アイファーリンクス号・ルールシェーバー号

17032 6月25日 曇 良 （4阪神3） 第3日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時50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
1：19．2
1：19．0

良
良

611 ブライトオンベイス 牝3鹿 52 秋山真一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか 岡田牧場 434＋ 61：20．6 8．6�

612 ヨシノイースター 牡4黒鹿57 藤岡 康太清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー
クスタツド 474± 0 〃 クビ 15．9�

36 � モラトリアム 牝4鹿 55 和田 竜二安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 442＋ 81：20．81� 79．2�
24 � バ ン ベ ル ク 牡4鹿 57 西村 淳也 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム 472－ 61：20．9クビ 23．0�
11 � グリュレーヴ 牝4芦 55

52 ▲角田 大河飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 494－ 61：21．0� 95．7	
48 レッドラマンシュ 牡3黒鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 浦河 富田牧場 466＋ 4 〃 クビ 2．0

47 キャロライナリーパ 牝4黒鹿55 岩田 望来野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 アタマ 8．4�
59 リ ス カ ム 	4青鹿57 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 新ひだか 畠山牧場 484± 01：21．31� 57．6�
35 メイショウイヌワシ 牡3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 458± 0 〃 クビ 12．2
510� マテンロウアレス 	4鹿 57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 486± 01：21．4� 16．7�
816 サンエルセントロ 牡4黒鹿 57

53 ★今村 聖奈 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 シンボリ牧場 462－ 41：21．5� 56．5�
12 � メイショウコホク 牡5鹿 57 北村 友一松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 512＋ 2 〃 ハナ 70．5�
23 シ コ ウ 牡5青鹿 57

55 △小沢 大仁岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 486－ 61：21．71� 45．1�
818 カズカポレイ 牡4鹿 57

55 △松本 大輝合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 B496＋ 2 〃 クビ 88．5�
714 サンディブリッジ 牝3鹿 52 富田 暁ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 61：21．8クビ 186．8�
713 シ タ ン 牝3黒鹿52 坂井 瑠星 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 408＋ 21：22．33 8．6�
715 ショウナンガニアン 牡4鹿 57 松山 弘平国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 454－ 2 〃 クビ 18．1�
817� グロリアスアポイ 牝3鹿 52 松若 風馬髙野 葉子氏 千田 輝彦 様似 様似共栄牧場 488＋301：22．83 175．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，613，400円 複勝： 81，432，800円 枠連： 19，085，900円
馬連： 81，971，800円 馬単： 35，350，400円 ワイド： 83，436，300円
3連複： 131，822，800円 3連単： 132，382，200円 計： 621，095，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 280円 � 400円 � 1，650円 枠 連（6－6） 5，600円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 12，000円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 10，940円 �� 13，100円

3 連 複 ��� 186，190円 3 連 単 ��� 872，510円

票 数

単勝票数 計 556134 的中 � 51275（4番人気）
複勝票数 計 814328 的中 � 85116（2番人気）� 53712（6番人気）� 11264（15番人気）
枠連票数 計 190859 的中 （6－6） 2639（19番人気）
馬連票数 計 819718 的中 �� 10428（19番人気）
馬単票数 計 353504 的中 �� 2209（35番人気）
ワイド票数 計 834363 的中 �� 11791（15番人気）�� 1946（81番人気）�� 1624（89番人気）
3連複票数 計1318228 的中 ��� 531（331番人気）
3連単票数 計1323822 的中 ��� 110（1605番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．5―11．3―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．0―45．5―56．8―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．1
3 11，12，13（6，4）（8，16）（1，7，9）15（3，5，18）（2，14）10－17 4 ・（11，12）13（6，4，16）8（1，7，15）9，18（3，5）（2，14）10－17

勝馬の
紹 介

ブライトオンベイス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Miswaki デビュー 2022．1．30 東京7着

2019．5．23生 牝3鹿 母 コーディーライン 母母 Private Encore 5戦2勝 賞金 14，000，000円



17033 6月25日 小雨 良 （4阪神3） 第3日 第9競走 ��
��2，000�

た か と り

鷹 取 特 別
発走14時25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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

36 カフジオクタゴン 牡3芦 54 石橋 脩加藤 守氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 544－ 42：05．7 7．5�
815 オ デ ィ ロ ン 牡3鹿 54 和田 竜二橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 486＋ 42：06．23 5．0�
23 シルバーエース 牡5芦 57 松山 弘平林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 460－ 22：06．51	 3．9�
24 メイショウヨシテル 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 464＋ 22：06．71
 11．9�
59 ジ ロ ー 牡5鹿 57 西村 淳也エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 480＋ 22：06．91	 99．6�
48 メイショウコジョウ 牡5鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 472＋ 42：07．0クビ 19．2	
35 ヒミノフラッシュ 牡4黒鹿57 富田 暁佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 538－122：07．85 49．3

12 ナムラゴロフキン 牡5鹿 57 柴田 未崎奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 518＋ 62：08．01
 130．1�
47 オ ー マ オ 牡6栗 57 小崎 綾也吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 460± 02：08．1クビ 230．3�
714� ディクテオン �4黒鹿57 岩田 望来G1レーシング 吉岡 辰弥 安平 追分ファーム 496－ 8 〃 ハナ 7．6�
611 スズノイナズマ 牡4青鹿57 荻野 極小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 476－142：08．21 183．7�
816 フォルツァンド 牡4鹿 57 福永 祐一 カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 512± 02：08．3	 7．2�
612 ミッションレール 牡4鹿 57 北村 友一 スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 486－ 22：08．4アタマ 62．2�
11 カズロレアート 牡4黒鹿57 藤岡 康太合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B488＋102：08．72 41．0�
510 ダイシンカローリ 牡7栗 57 中井 裕二大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 508－102：09．33	 261．4�
713 アドマイヤベネラ 牡5黒鹿57 坂井 瑠星近藤 旬子氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 508＋ 82：10．47 5．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，940，400円 複勝： 89，770，900円 枠連： 23，666，400円
馬連： 106，231，700円 馬単： 38，792，700円 ワイド： 94，120，200円
3連複： 167，838，300円 3連単： 155，522，400円 計： 740，883，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 170円 � 170円 枠 連（3－8） 1，130円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 690円 �� 840円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 22，360円

票 数

単勝票数 計 649404 的中 � 69000（5番人気）
複勝票数 計 897709 的中 � 91783（5番人気）� 143172（2番人気）� 150736（1番人気）
枠連票数 計 236664 的中 （3－8） 16109（4番人気）
馬連票数 計1062317 的中 �� 42140（7番人気）
馬単票数 計 387927 的中 �� 7295（14番人気）
ワイド票数 計 941202 的中 �� 34538（6番人気）�� 27706（11番人気）�� 55541（1番人気）
3連複票数 計1678383 的中 ��� 32994（7番人気）
3連単票数 計1555224 的中 ��� 5042（47番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．0―13．2―12．6―13．1―13．1―12．6―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．8―34．8―48．0―1：00．6―1：13．7―1：26．8―1：39．4―1：52．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

カフジオクタゴン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2021．10．17 阪神2着

2019．3．8生 牡3芦 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 7戦3勝 賞金 34，857，000円
〔制裁〕 ナムラゴロフキン号の騎手柴田未崎は，向正面での御法（鞭の使用）について戒告。

17034 6月25日 小雨 良 （4阪神3） 第3日 第10競走 ��
��1，400�

み な づ き

水無月ステークス
発走15時00分 （芝・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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

610 ストーンリッジ 牡5鹿 57 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472－ 21：20．0 8．4�

712 メイショウホシアイ 牝4栗 55 岩田 望来松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 488＋ 81：20．32 4．2�
34 エ ピ ロ ー グ 牝6鹿 55 長岡 禎仁藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B488－ 41：20．4� 35．7�
59 ビ ア イ 牝5青鹿55 川須 栄彦副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B506＋ 2 〃 ハナ 33．2�
22 エルカスティージョ 牝4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：20．71	 4．0	
58 シャイニーロック 牡6鹿 57 団野 大成小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 508－ 41：21．12 9．3

11 トウカイオラージュ 牡6栗 57 松若 風馬内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 492＋ 8 〃 クビ 32．4�
713
 ブルースピリット 牡4鹿 57 西村 淳也ゴドルフィン 中内田充正 愛

Deerpark Stud
& Irish Na-
tional Stud

494－ 6 〃 クビ 8．4�
35 リトルクレバー 牡5鹿 57 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 466＋ 6 〃 アタマ 36．3
611 メイショウシンタケ 牡4鹿 57 横山 典弘松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 476＋ 21：21．41� 5．6�
23 ミエノウインウイン �7黒鹿57 太宰 啓介里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 61：21．5クビ 155．1�
46 マルカエイペックス 牝5黒鹿55 小沢 大仁日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 450－ 6 〃 クビ 16．2�
815 グ ラ ン レ イ 牡5鹿 57 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 474± 01：21．6	 26．4�
814 タイキスウォード 牡5栗 57 和田 竜二�大樹ファーム 橋田 満 新ひだか 木村 秀則 478＋ 61：23．5大差 35．1�

（14頭）
47 グッドマックス 牝5芦 55 坂井 瑠星長谷川光司氏 小林 真也 浦河 ヒダカフアーム 460－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 64，277，400円 複勝： 95，093，500円 枠連： 29，748，100円
馬連： 136，459，800円 馬単： 47，555，400円 ワイド： 107，534，800円
3連複： 200，508，000円 3連単： 190，858，400円 計： 872，035，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 270円 � 190円 � 740円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 710円 �� 3，520円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 18，210円 3 連 単 ��� 84，990円

票 数

単勝票数 差引計 642774（返還計 5428） 的中 � 60994（4番人気）
複勝票数 差引計 950935（返還計 10329） 的中 � 90221（5番人気）� 160701（2番人気）� 26990（10番人気）
枠連票数 差引計 297481（返還計 434） 的中 （6－7） 49390（1番人気）
馬連票数 差引計1364598（返還計 34464） 的中 �� 62094（5番人気）
馬単票数 差引計 475554（返還計 13087） 的中 �� 7821（18番人気）
ワイド票数 差引計1075348（返還計 38093） 的中 �� 41409（5番人気）�� 7605（45番人気）�� 11087（28番人気）
3連複票数 差引計2005080（返還計 87304） 的中 ��� 8258（62番人気）
3連単票数 差引計1908584（返還計 81644） 的中 ��� 1628（264番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．0―11．5―11．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．5―45．0―56．3―1：07．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストーンリッジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．11．30 阪神1着

2017．2．17生 牡5鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 15戦2勝 賞金 52，931，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 グッドマックス号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイキスウォード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月25日まで平地競

走に出走できない。



17035 6月25日 小雨 良 （4阪神3） 第3日 第11競走 ��
��1，400�

てんぽうざん

天保山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
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）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

12 ケイアイドリー 牡5鹿 56 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 514± 01：23．6 2．6�
612 シゲルタイタン 牡5鹿 56 松山 弘平森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B488－ 41：23．91	 7．5�
713 メイショウテンスイ 牡5栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 530－ 41：24．21
 83．5�
815 タガノビューティー 牡5鹿 58 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520＋ 4 〃 クビ 4．4�
816 グレートウォリアー 牡7鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 528－ 81：24．41 6．7	
59 ゼンノアンジュ 牝4鹿 54 岩田 望来大迫久美子氏 中村 直也 新冠 川島牧場 492－ 21：24．71	 32．5

23 スマートアルタイル 牡7栗 57 横山 典弘大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 476－ 81：24．8	 56．8�
24 アーバンイェーガー 牡8黒鹿56 松若 風馬村木 克成氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 512－ 21：25．01
 36．8�
510 プ リ マ ジ ア 牡5鹿 56 荻野 極藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 462－ 4 〃 ハナ 84．1
35 � サイモンハロルド 牡5鹿 56 幸 英明澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 454－ 4 〃 ハナ 21．4�
611 サダムスキャット 牝5栗 54 秋山真一郎大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 478＋ 21：25．1
 12．7�
36 ド ス ハ ー ツ 牡5黒鹿56 小沢 大仁大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 474－ 91：25．3	 178．2�
48 スナークスター �6鹿 56 富田 暁杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 466± 0 〃 クビ 323．5�
714 ロードアクア 牡6鹿 57 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 41：25．93
 55．5�
47 ライトウォーリア 牡5鹿 57 西村 淳也 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B504－ 2 〃 ハナ 11．5�
11 � ニュートンテソーロ 牡5鹿 56 北村 友一了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 WinStar
Farm, LLC B500－ 41：26．0クビ 39．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 119，941，800円 複勝： 159，396，200円 枠連： 63，711，300円
馬連： 292，951，200円 馬単： 106，056，700円 ワイド： 228，681，300円
3連複： 505，073，300円 3連単： 544，741，500円 計： 2，020，553，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 220円 � 1，360円 枠 連（1－6） 590円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 440円 �� 3，260円 �� 6，850円

3 連 複 ��� 21，770円 3 連 単 ��� 66，490円

票 数

単勝票数 計1199418 的中 � 366618（1番人気）
複勝票数 計1593962 的中 � 385043（1番人気）� 183240（4番人気）� 20827（14番人気）
枠連票数 計 637113 的中 （1－6） 83632（2番人気）
馬連票数 計2929512 的中 �� 235215（2番人気）
馬単票数 計1060567 的中 �� 57779（2番人気）
ワイド票数 計2286813 的中 �� 149468（2番人気）�� 17137（32番人気）�� 8049（58番人気）
3連複票数 計5050733 的中 ��� 17396（67番人気）
3連単票数 計5447415 的中 ��� 5939（195番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―12．4―12．2―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．5―46．9―59．1―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドリー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2020．1．6 京都4着

2017．4．16生 牡5鹿 母 ア ル ヴ ェ ナ 母母 Willow Bunch 13戦5勝 賞金 94，419，000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 ディサーニング号
（非抽選馬） 3頭 アメリカンシード号・ギルデッドミラー号・ジュンライトボルト号

17036 6月25日 小雨 良 （4阪神3） 第3日 第12競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （ダート・右）

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

48 ヴァレーデラルナ 牝3鹿 52 岩田 望来�ラ・メール 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 506－ 21：52．2 2．0�
23 エクセスリターン 牡3栗 54 富田 暁今村 明浩氏 野中 賢二 日高 天羽 禮治 B532－ 21：53．26 8．8�
11 ニホンピロハーバー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 490－ 21：54．05 134．8�
612 アイスヴィスタ 牝5芦 55

53 △松本 大輝村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 482＋ 6 〃 クビ 57．7�
47 クラップサンダー 牡3鹿 54 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 448－ 21：54．31� 33．2�
611 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 488＋ 4 〃 クビ 13．0	
713 イシュタルゲート 牡6鹿 57

54 ▲角田 大河吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 514－ 81：54．4クビ 164．0

36 ロードマゼラン 牡3青鹿54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 498± 0 〃 ハナ 8．2�
815 メイショウカゲカツ 牡3芦 54 石橋 脩松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 492－ 4 〃 ハナ 5．6�
59 ホウオウスミヨシ 牡3鹿 54 �島 良太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 538± 01：54．61 170．9
510 シゲルツキミザケ 牡3黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 様似 猿倉牧場 454－ 41：54．92 74．6�
816 マテンロウアイ 牝3黒鹿 52

49 ★今村 聖奈寺田千代乃氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：55．0クビ 7．7�
714 エメヴィベール 牡3芦 54 坂井 瑠星ライオンレースホース� 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム B556－ 21：55．32 76．2�
24 ジャカランダ 牡3黒鹿54 西村 淳也�ノースヒルズ 河内 洋 新ひだか 土居牧場 572－ 41：55．51� 56．7�
35 ウインメイフラワー 牝3栗 52 松若 風馬�ウイン 梅田 智之 日高 出口牧場 482－ 61：55．82 90．4�
12 レ イ メ イ 牡3鹿 54

52 ◇藤田菜七子岡 浩二氏 松永 幹夫 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 478＋ 41：55．9� 28．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，497，900円 複勝： 116，939，000円 枠連： 33，029，100円
馬連： 150，984，600円 馬単： 61，344，900円 ワイド： 141，354，000円
3連複： 258，414，900円 3連単： 278，575，500円 計： 1，124，139，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 250円 � 1，520円 枠 連（2－4） 780円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 410円 �� 4，990円 �� 11，980円

3 連 複 ��� 24，100円 3 連 単 ��� 78，190円

票 数

単勝票数 計 834979 的中 � 318898（1番人気）
複勝票数 計1169390 的中 � 358329（1番人気）� 105739（4番人気）� 12757（15番人気）
枠連票数 計 330291 的中 （2－4） 32414（3番人気）
馬連票数 計1509846 的中 �� 149584（2番人気）
馬単票数 計 613449 的中 �� 36506（2番人気）
ワイド票数 計1413540 的中 �� 100494（3番人気）�� 6851（41番人気）�� 2827（73番人気）
3連複票数 計2584149 的中 ��� 8040（64番人気）
3連単票数 計2785755 的中 ��� 2583（211番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．6―12．5―12．2―12．4―12．3―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―37．3―49．8―1：02．0―1：14．4―1：26．7―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァレーデラルナ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Jump Start デビュー 2021．10．31 阪神4着

2019．1．17生 牝3鹿 母 セ レ ス タ 母母 Serata 7戦2勝 賞金 25，900，000円
※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 ニューダイアリーズ号
（非抽選馬） 2頭 ジョーコモド号・ゼウスバイオ号



（4阪神3）第3日 6月25日（土曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180頭 本 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

212，460，000円
25，810，000円
1，540，000円
26，920，000円
77，490，000円
4，950，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
692，361，700円
989，975，200円
242，854，300円
1，159，254，000円
483，035，000円
1，021，603，000円
1，878，633，900円
2，036，439，000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 8，504，156，100円

総入場人員 8，270名 （有料入場人員 7，972名）
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