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04001 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第1競走 1，800�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

811 テーオーラフィット 牝3黒鹿54 武 豊小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 484－ 61：55．8 1．9�
79 ヴェールアップ 牝3芦 54 川田 将雅 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：55．9� 2．4�
33 ナムラコマチ 牝3鹿 54 国分 恭介奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 新ひだか 八田ファーム 418－ 61：56．64 65．3�

11 ローラズウィシュ 牝3青 54 蛯名 正義�佐藤牧場 小島 茂之 新冠 佐藤牧場 514－ 41：57．13 59．1�
（法529）

68 ル コ リ エ 牝3黒鹿54 幸 英明�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－ 61：57．31 14．5	

22 カフェリリー 牝3芦 54 古川 吉洋西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 492－ 81：58．04 81．0

67 チョコラータ 牝3栗 54 松若 風馬新木 鈴子氏 高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 462＋ 41：58．1クビ 169．8�
56 ブリングミージョイ 牝3鹿 54 中井 裕二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 470－ 41：58．63 11．3�
710 トゥルーウィッシュ 牝3青鹿54 川須 栄彦小林竜太郎氏 寺島 良 新ひだか へいはた牧場 470± 01：58．7� 14．0
812 ベ ニ ア カ ネ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志大森 悌次氏 羽月 友彦 浦河 �川 啓一 420－ 21：58．91 35．8�
44 チョウラブリー 牝3鹿 54 加藤 祥太丸山 隆雄氏 西橋 豊治 新ひだか 佐藤 鉄也 414－ 42：01．3大差 269．6�
55 エ ベ ー ヌ 牝3鹿 54 坂井 瑠星広尾レース� 高柳 大輔 新ひだか 木村 秀則 500± 02：10．1大差 72．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，740，600円 複勝： 55，506，300円 枠連： 8，168，400円
馬連： 43，951，200円 馬単： 25，751，800円 ワイド： 34，885，000円
3連複： 70，812，400円 3連単： 106，610，800円 計： 370，426，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 430円 枠 連（7－8） 170円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 130円 �� 1，220円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 247406 的中 � 103439（1番人気）
複勝票数 計 555063 的中 � 140271（2番人気）� 301976（1番人気）� 7788（7番人気）
枠連票数 計 81684 的中 （7－8） 35627（1番人気）
馬連票数 計 439512 的中 �� 175588（1番人気）
馬単票数 計 257518 的中 �� 57218（1番人気）
ワイド票数 計 348850 的中 �� 104620（1番人気）�� 5209（16番人気）�� 7324（10番人気）
3連複票数 計 708124 的中 ��� 27331（5番人気）
3連単票数 計1066108 的中 ��� 14473（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―38．4―51．2―1：04．3―1：17．3―1：30．0―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーラフィット �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．1．24 中京3着

2018．5．9生 牝3黒鹿 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チョウラブリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月13日まで平地競走

に出走できない。
エベーヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13日まで平地競走に出
走できない。

04002 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

12 インゴットバード 牡3鹿 56 幸 英明小島 吉彦氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 492± 01：13．4 7．1�
815 ショウナンパプリカ 牡3鹿 56 岩田 康誠�湘南 新谷 功一 日高 中原牧場 488＋ 41：13．61� 4．9�
23 ロコポルティ 牡3鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋ 41：13．7クビ 3．0�
11 ヒ キ ガ ネ 牡3青鹿56 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 山野牧場 456－ 21：13．91� 10．3�
612 ハイモビリティ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ゼットステーブル 500－ 21：14．0クビ 3．8�
48 ケ イ セ ブ ン 牡3鹿 56 藤井勘一郎武田 敏也氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 426± 01：14．53 8．5	
816 スイートナイト 牝3栗 54 長岡 禎仁�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 450－ 21：14．6� 43．8

510 カンタベリーマッハ 牡3鹿 56 柴山 雄一峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 500－101：14．7� 22．7�
714 リアルディール 牡3青鹿56 太宰 啓介 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 新ひだか 三石川上牧場 482＋101：14．91 90．6�
24 スナークタイカン 牡3鹿 56 酒井 学杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 468－ 21：15．43 245．7
47 キーパイレーツ 牡3青鹿56 中井 裕二北前孔一郎氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 拓樹 466± 0 〃 ハナ 82．7�
35 サンライズテソロ 牡3鹿 56 加藤 祥太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 442＋ 21：15．61� 290．9�
59 モンギンゴー �3栗 56 松若 風馬和田 正道氏 和田正一郎 新ひだか 神垣 道弘 458－121：16．02� 259．8�
36 アラッタロウ 牡3黒鹿56 川島 信二 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 タバタファーム 440＋ 21：16．1� 240．8�
713 テイケイラハイナ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 01：16．3� 245．2�
611 セイウンブイワン 牡3芦 56 国分 恭介西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 谷川牧場 B444－ 81：16．94 207．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，730，100円 複勝： 41，533，700円 枠連： 7，800，100円
馬連： 43，129，200円 馬単： 18，524，800円 ワイド： 36，111，400円
3連複： 62，978，800円 3連単： 68，556，400円 計： 305，364，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 170円 � 160円 � 140円 枠 連（1－8） 1，030円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 730円 �� 390円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 18，900円

票 数

単勝票数 計 267301 的中 � 30017（4番人気）
複勝票数 計 415337 的中 � 58098（4番人気）� 64437（3番人気）� 81592（1番人気）
枠連票数 計 78001 的中 （1－8） 5860（6番人気）
馬連票数 計 431292 的中 �� 14632（12番人気）
馬単票数 計 185248 的中 �� 3011（22番人気）
ワイド票数 計 361114 的中 �� 12025（10番人気）�� 24862（2番人気）�� 20208（5番人気）
3連複票数 計 629788 的中 ��� 20907（6番人気）
3連単票数 計 685564 的中 ��� 2629（74番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．6―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．1―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インゴットバード �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．10．11 新潟4着

2018．3．12生 牡3鹿 母 レッドルシアン 母母 ア ル ウ ェ ン 5戦1勝 賞金 8，010，000円
〔3走成績による出走制限〕 テイケイラハイナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月13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） 2頭 バードハズフロウン号・レゾンデートル号
（非抽選馬） 2頭 ヴィントラオフ号・セキノアトラス号

第１回 阪神競馬 第１日



04003 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 メイショウマントル 牡3鹿 56 田中 健松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508－ 21：55．4 25．3�
66 シーニッククルーズ 牡3芦 56 武 豊 �キャロットファーム 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 クビ 1．9�
33 ヴ ェ ノ ム 牡3鹿 56 柴山 雄一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 528＋ 21：55．71� 3．6�
78 サワヤカコーズサン 牡3栗 56 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 464＋ 4 〃 クビ 4．0�
79 スマイルライン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B474－ 41：55．8クビ 8．6	
44 ケンブリッジセンス 牡3鹿 56 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 438－ 41：56．97 78．8

67 サンライズスカイ 牡3栗 56 国分 優作松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B496－ 41：57．21� 344．2�
810 シゲルブイン 牡3鹿 56 藤井勘一郎森中 蕃氏 深山 雅史 日高 シンボリ牧場 456＋ 21：57．3� 223．8�
811 エンドステージ 牡3栗 56 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤沢牧場 510－ 61：57．4クビ 50．9
11 ロードギガース 牡3栗 56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか 棚川 光男 B498－101：57．61� 167．1�
55 マ ー レ ッ ト 牡3鹿 56 酒井 学�錦岡牧場 渡辺 薫彦 新冠 錦岡牧場 444－ 21：57．81� 53．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，896，700円 複勝： 69，063，500円 枠連： 8，530，200円
馬連： 39，182，000円 馬単： 24，628，100円 ワイド： 35，126，700円
3連複： 64，647，600円 3連単： 118，506，000円 計： 390，580，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，530円 複 勝 � 250円 � 110円 � 110円 枠 連（2－6） 1，340円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 520円 �� 760円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 18，770円

票 数

単勝票数 計 308967 的中 � 9733（5番人気）
複勝票数 計 690635 的中 � 24251（5番人気）� 392624（1番人気）� 110089（2番人気）
枠連票数 計 85302 的中 （2－6） 4901（4番人気）
馬連票数 計 391820 的中 �� 20197（5番人気）
馬単票数 計 246281 的中 �� 3047（17番人気）
ワイド票数 計 351267 的中 �� 15421（7番人気）�� 9930（9番人気）�� 60335（2番人気）
3連複票数 計 646476 的中 ��� 42674（4番人気）
3連単票数 計1185060 的中 ��� 4575（55番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―13．7―12．9―13．0―12．7―12．6―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―38．5―51．4―1：04．4―1：17．1―1：29．7―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウマントル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2020．10．24 京都13着

2018．2．14生 牡3鹿 母 ピンクトルマリン 母母 Cypress 7戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ロードギガース号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月13日まで平地競走に出走でき

ない。

04004 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第4競走 1，200�3歳新馬
発走11時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

815 サンライズウルス 牡3鹿 56 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 496 ―1：13．8 1．9�
11 タマモバニラ 牡3芦 56 藤懸 貴志タマモ� 木原 一良 新ひだか 曾我 博 480 ―1：13．9� 6．9�
12 ハクアイゴジロー 牡3栗 56 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 520 ―1：14．43 5．4�
36 モラトリアム 牝3鹿 54 川島 信二安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 430 ―1：14．93 32．4�
35 キングプロテア 牝3黒鹿54 城戸 義政加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 424 ―1：15．75 22．1�
59 ラブリボーン 牝3栗 54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中尾 秀正 日高 ヤナガワ牧場 478 ―1：15．8クビ 15．1	
816 エルフバローズ 牝3鹿 54 柴山 雄一猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 富田牧場 464 ― 〃 クビ 19．3

510 シャトワイエー 牝3栃栗54 松若 風馬 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 444 ―1：16．33 21．8�
23 メイショウチャイブ 牝3黒鹿54 中井 裕二松本 好雄氏 池添 学 浦河 日の出牧場 416 ―1：16．61� 30．4
24 モズオリンピック 牝3鹿 54 田中 健 �キャピタル・システム 大久保龍志 日高 オリオンファーム 406 ― 〃 クビ 21．3�
47 サンライズアイガー 牡3鹿 56 坂井 瑠星松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 476 ―1：17．34 27．5�
611 メイショウケイゼン 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 458 ―1：17．4クビ 95．3�
714 ニホンピロラブリー 牝3青鹿54 加藤 祥太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 478 ―1：17．61� 108．6�
612 シュガーレス �3栗 56 古川 吉洋岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：18．02� 164．5�
713 ナムラケプラー 牡3芦 56 国分 恭介奈村 睦弘氏 大根田裕之 新ひだか 森 政巳 476 ―1：18．21 112．8�
48 ヤマニンカホン 牝3芦 54 国分 優作土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 440 ―1：18．51� 73．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，769，500円 複勝： 30，145，800円 枠連： 11，615，700円
馬連： 39，182，400円 馬単： 19，543，700円 ワイド： 36，335，100円
3連複： 61，654，300円 3連単： 64，415，100円 計： 290，661，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 180円 � 160円 枠 連（1－8） 370円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 360円 �� 350円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 4，820円

票 数

単勝票数 計 277695 的中 � 114905（1番人気）
複勝票数 計 301458 的中 � 87846（1番人気）� 35361（3番人気）� 41895（2番人気）
枠連票数 計 116157 的中 （1－8） 24144（1番人気）
馬連票数 計 391824 的中 �� 44270（1番人気）
馬単票数 計 195437 的中 �� 16212（1番人気）
ワイド票数 計 363351 的中 �� 26622（2番人気）�� 27474（1番人気）�� 12455（7番人気）
3連複票数 計 616543 的中 ��� 22967（1番人気）
3連単票数 計 644151 的中 ��� 9675（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．4―12．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―36．1―48．9―1：01．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズウルス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 チチカステナンゴ 初出走

2018．4．29生 牡3鹿 母 ア ル ー シ ュ 母母 デ ィ ナ シ ー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ナムラケプラー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ナムラケプラー号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 グランエスペランサ号・タラン号・ピンクポット号・プロデューサー号・ヨロシオスナ号・ライズンシャイン号



04005 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

58 ア ー ダ レ イ 牝3鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 448＋ 22：01．9 9．3�
69 アルバーシャ 牡3栗 56 幸 英明ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 8 〃 ハナ 9．1�
11 ジョウショーペース 牡3芦 56 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 482± 0 〃 � 69．2�
57 ショウナンサルヴォ 牡3栗 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 482－ 42：02．11 2．4�
34 トレデマンド 牝3鹿 54 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450－102：02．31� 9．8�
813 マッハモンルード 牝3栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 482 ―2：02．4クビ 4．3	
711 ラ リ ッ ク 牡3栗 56 川田 将雅吉田 勝己氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 434－ 22：02．82� 6．7

712� マテンロウベントス 牡3鹿 56 中井 裕二寺田千代乃氏 中内田充正 愛

Lynch Bages
Ltd & Camas
Park Stud

476＋122：02．9� 13．6�
610 サフランポケット 牡3鹿 56 太宰 啓介海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 472＋ 22：03．11� 129．7�
814 ウィステリアダディ 牡3青鹿56 酒井 学北側 雅勝氏 池添 兼雄 新ひだか 畠山牧場 B476＋ 2 〃 同着 157．0
22 タガノポルトロン 牡3青鹿56 古川 吉洋八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B474＋ 62：03．2クビ 77．5�
45 アワーズオブラブ 牝3栗 54 松若 風馬市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 452－ 2 〃 ハナ 297．0�
46 � ディオアルバ 牡3栗 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 仏

Earl Haras du Logis,
Mr Julian Ince, Mr
Georges Sandor

480± 02：03．83� 305．4�
33 ゴッドシエル 牡3栗 56 坂井 瑠星広尾レース� 松永 幹夫 新ひだか 木村 秀則 440＋ 4 〃 クビ 45．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，166，400円 複勝： 51，737，500円 枠連： 9，765，300円
馬連： 55，132，900円 馬単： 25，543，800円 ワイド： 46，451，600円
3連複： 77，620，000円 3連単： 95，937，100円 計： 397，354，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 250円 � 260円 � 1，070円 枠 連（5－6） 850円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 6，450円

ワ イ ド �� 920円 �� 3，600円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 28，600円 3 連 単 ��� 132，480円

票 数

単勝票数 計 351664 的中 � 29940（5番人気）
複勝票数 計 517375 的中 � 59363（4番人気）� 56357（5番人気）� 10441（9番人気）
枠連票数 計 97653 的中 （5－6） 8882（3番人気）
馬連票数 計 551329 的中 �� 13813（12番人気）
馬単票数 計 255438 的中 �� 2968（26番人気）
ワイド票数 計 464516 的中 �� 13554（11番人気）�� 3243（29番人気）�� 5494（25番人気）
3連複票数 計 776200 的中 ��� 2035（64番人気）
3連単票数 計 959371 的中 ��� 525（325番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．1―12．8―12．5―12．3―11．9―11．7―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．9―49．7―1：02．2―1：14．5―1：26．4―1：38．1―1：49．5

コーナー
通過順位

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

2
4

・（8，10）（4，12）5（1，9）7（3，6）13（2，11）14・（8，10）（4，12，9，7）（1，5，13）－（3，6）（2，11）14
勝馬の
紹 介

ア ー ダ レ イ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Afleet Alex デビュー 2021．1．16 中京5着

2018．2．9生 牝3鹿 母 シャーラレイ 母母 Jinny’s Gold 2戦1勝 賞金 5，700，000円

04006 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第6競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

69 スマッシャー 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 466＋ 21：25．2 2．6�

45 メイショウヒューマ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 474－141：25．62� 24．0�
46 メディーヴァル 牡3鹿 56 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 450－ 21：25．81 4．0�
610 ジョディーズマロン 牡3栗 56 古川 吉洋 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 450－ 61：26．22� 56．1�
34 タイセイエクセル 牝3栗 54 国分 恭介田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 458－ 41：26．3� 68．3	
712 レディステディゴー 牡3鹿 56 太宰 啓介 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 512－ 2 〃 ハナ 12．0

711 ジェットエンブレム 牡3栗 56 岩田 康誠犬塚悠治郎氏 石坂 正 日高 浜本牧場 496± 01：26．51� 12．5�
11 ブルースコード 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482＋ 6 〃 クビ 89．4�
22 シゲルメダリスト 牡3鹿 56 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 474± 01：26．71 55．3
57 スギノマジェスティ 牡3栗 56 柴山 雄一杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 458± 01：27．01� 14．8�
58 � オリンピックデイ 牡3鹿 56 松若 風馬馬場 幸夫氏 西村 真幸 米 Fred W.

Hertrich III B502＋18 〃 クビ 39．2�
33 カズカポレイ 牡3鹿 56 武 豊合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 516＋101：27．21� 15．5�
814 マ ヤ ロ ー ザ 牝3栗 54 国分 優作�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 428－101：27．41� 151．2�
813 レッドソルダード 牡3黒鹿56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B484－ 21：29．010 5．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，072，000円 複勝： 59，539，100円 枠連： 11，729，700円
馬連： 64，275，300円 馬単： 25，965，200円 ワイド： 60，349，200円
3連複： 99，088，200円 3連単： 100，538，300円 計： 461，557，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 400円 � 140円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 280円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 18，190円

票 数

単勝票数 計 400720 的中 � 120328（1番人気）
複勝票数 計 595391 的中 � 137124（1番人気）� 24839（8番人気）� 132567（2番人気）
枠連票数 計 117297 的中 （4－6） 18166（1番人気）
馬連票数 計 642753 的中 �� 16496（11番人気）
馬単票数 計 259652 的中 �� 4928（12番人気）
ワイド票数 計 603492 的中 �� 11420（15番人気）�� 64427（1番人気）�� 13632（14番人気）
3連複票数 計 990882 的中 ��� 26002（6番人気）
3連単票数 計1005383 的中 ��� 4007（43番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．0―12．3―12．5―12．5―13．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．0
3 ・（6，8）11（4，5，12）（3，2，14）－（1，10，9）－（7，13） 4 ・（6，8）11（4，5，12）（2，14）9，3（1，10）－7＝13

勝馬の
紹 介

スマッシャー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．12 阪神5着

2018．4．6生 牡3鹿 母 ス マ ッ シ ュ 母母 ロフティーエイム 6戦2勝 賞金 17，100，000円



04007 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

66 セ ロ シ ア 牡5黒鹿57 坂井 瑠星�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ B486＋141：52．8 4．4�

44 サダムラピュタ 牡6黒鹿57 松若 風馬大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B484＋ 41：53．86 6．4�
810 ナムラゴロフキン 牡4鹿 56 和田 竜二奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 488＋ 2 〃 アタマ 8．0�
77 セツメンノトビウオ 牡4芦 56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 464＋ 81：54．75 6．4�
78 � ブルベアカイリ 牡4栗 56 藤井勘一郎�磯波勇F 深山 雅史 浦河 斉藤英牧場 496－111：55．02 123．6�
55 ウィッチクラフト �5鹿 57 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 526－ 41：55．42 5．2	
33 � ディーププリモ 牡5鹿 57 加藤 祥太ライオンレースホース� 根本 康広 登別 登別上水牧場 484－ 6 〃 クビ 34．2

11 コンフィデンス 牡7栗 57 岩田 康誠近藤 英子氏 奥村 武 浦河 日の出牧場 518－ 81：56．25 3．0�
89 タイセイプルミエ 牝4鹿 54 酒井 学田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 468± 01：56．3� 153．7�
22 � レ ゴ リ ス �5黒鹿57 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 村上牧場 482－ 41：56．51� 34．1
（10頭）

売 得 金
単勝： 28，155，600円 複勝： 37，731，000円 枠連： 6，890，800円
馬連： 48，872，800円 馬単： 21，778，300円 ワイド： 34，428，200円
3連複： 63，210，900円 3連単： 89，918，900円 計： 330，986，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 150円 � 230円 枠 連（4－6） 1，440円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 440円 �� 470円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 11，510円

票 数

単勝票数 計 281556 的中 � 50726（2番人気）
複勝票数 計 377310 的中 � 59790（3番人気）� 73413（2番人気）� 35300（6番人気）
枠連票数 計 68908 的中 （4－6） 3703（7番人気）
馬連票数 計 488728 的中 �� 27053（7番人気）
馬単票数 計 217783 的中 �� 6162（12番人気）
ワイド票数 計 344282 的中 �� 20578（5番人気）�� 19137（7番人気）�� 12372（14番人気）
3連複票数 計 632109 的中 ��� 22169（10番人気）
3連単票数 計 899189 的中 ��� 5659（47番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．5―12．4―12．3―12．0―11．9―12．4―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．9―50．3―1：02．6―1：14．6―1：26．5―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セ ロ シ ア �
�
父 トランセンド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．7．7 中京5着

2016．3．14生 牡5黒鹿 母 アンドレルノートル 母母 アンブロジン 19戦2勝 賞金 33，560，000円

04008 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第8競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

611� スズカクローカス 牝5黒鹿55 藤井勘一郎永井 宏明氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 468＋ 41：25．7 82．4�
22 ハクサンライラック 牝5栗 55 酒井 学河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 504－ 2 〃 クビ 31．8�
814 ハ ニ エ ル 牝5鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448± 01：25．9� 3．2�
35 トライハード 牝4黒鹿55 幸 英明長谷川光司氏 松田 国英 新冠 川上 悦夫 468± 01：26．0� 3．6�
23 ディーズローリエ 牝4黒鹿55 古川 吉洋秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B442－ 8 〃 クビ 17．5�
11 ノクターンノーツ 牝4鹿 55 中井 裕二飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 B492－101：26．21 29．2	
713 レッドエステーラ 牝5鹿 55 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 412＋ 61：26．3� 37．1

58 � メリディアン 牝4鹿 55 松若 風馬 �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 430＋ 2 〃 クビ 83．1�
59 � プラットフォーマー 牝4鹿 55 川島 信二中村 政夫氏 新谷 功一 安平 追分ファーム 452＋ 11：26．4クビ 27．4�
712 ミスビアンカ 牝4鹿 55 和田 竜二 シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 5．6�
815 ヤマニンプティパ 牝4鹿 55 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 432－ 41：26．6� 7．7�
610 メイショウコミチ 牝5鹿 55 城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456± 0 〃 アタマ 14．8�
46 テンサイドカップ 牝4鹿 55 川須 栄彦天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 480－ 41：26．92 19．6�
34 ペリトモレノ 牝4鹿 55 長岡 禎仁ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 478± 01：27．0クビ 222．2�
47 � ファイナライズ 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 4 〃 ハナ 34．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，750，200円 複勝： 42，558，900円 枠連： 11，820，300円
馬連： 58，339，400円 馬単： 21，500，900円 ワイド： 45，521，400円
3連複： 85，275，100円 3連単： 89，810，100円 計： 383，576，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，240円 複 勝 � 1，220円 � 870円 � 160円 枠 連（2－6） 4，370円

馬 連 �� 58，180円 馬 単 �� 149，310円

ワ イ ド �� 13，650円 �� 1，900円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 54，990円 3 連 単 ��� 813，900円

票 数

単勝票数 計 287502 的中 � 2788（13番人気）
複勝票数 計 425589 的中 � 7261（13番人気）� 10518（11番人気）� 95529（1番人気）
枠連票数 計 118203 的中 （2－6） 2092（16番人気）
馬連票数 計 583394 的中 �� 777（82番人気）
馬単票数 計 215009 的中 �� 108（170番人気）
ワイド票数 計 455214 的中 �� 838（79番人気）�� 6244（21番人気）�� 7617（16番人気）
3連複票数 計 852751 的中 ��� 1163（151番人気）
3連単票数 計 898101 的中 ��� 80（1385番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―35．1―47．4―59．7―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スズカクローカス �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 ラスカルスズカ

2016．4．30生 牝5黒鹿 母 サワヤカラスカル 母母 サワヤカスズカ 14戦1勝 賞金 10，800，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 スズカクローカス号の騎手藤井勘一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
ハニエル号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）



04009 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第9競走 1，400�
せ っ つ

摂 津 特 別
発走14時25分 （芝・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

77 � コスモエスパーダ 牡5青 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 494－ 21：21．0 5．8�
11 プレシオーソ 牡4黒鹿57 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 472－ 41：21．31� 11．2�
89 カヌメラビーチ 牡5芦 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B482－ 41：21．51 2．8�
33 � ニシノアップルパイ 牡7鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 510± 0 〃 ハナ 66．4�
66 ムーンライト 牝4青 55 岩田 康誠石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 462＋ 21：21．71� 6．5	
22 メイショウドウドウ 牡6黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 492± 0 〃 ハナ 5．1

55 アナザーラブソング 牡5栗 57 松若 風馬市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 488± 0 〃 クビ 42．7�
78 ピースマインド 牡8鹿 57 和田 竜二小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 468＋ 21：21．9� 16．9�
810 ナイントゥファイブ 牝4黒鹿55 酒井 学�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 クビ 6．2
44 タイセイトレンディ �6青鹿57 坂井 瑠星田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 466± 01：22．43 32．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，179，100円 複勝： 60，373，200円 枠連： 12，853，400円
馬連： 83，719，000円 馬単： 34，713，100円 ワイド： 57，065，500円
3連複： 109，443，200円 3連単： 159，725，000円 計： 562，071，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 320円 � 150円 枠 連（1－7） 2，300円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 350円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 24，460円

票 数

単勝票数 計 441791 的中 � 60398（3番人気）
複勝票数 計 603732 的中 � 83767（4番人気）� 37862（7番人気）� 132575（1番人気）
枠連票数 計 128534 的中 （1－7） 4327（9番人気）
馬連票数 計 837190 的中 �� 21817（13番人気）
馬単票数 計 347131 的中 �� 4457（28番人気）
ワイド票数 計 570655 的中 �� 13624（15番人気）�� 46540（2番人気）�� 17371（11番人気）
3連複票数 計1094432 的中 ��� 24087（13番人気）
3連単票数 計1597250 的中 ��� 4734（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．6―46．3―58．1―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コスモエスパーダ �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 ロックオブジブラルタル

2016．4．19生 牡5青 母 コウユーヒカリママ 母母 ク ー チ ュ ア 23戦2勝 賞金 50，312，000円
初出走 JRA

04010 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第10競走 ��
��1，800�

あ す か

飛鳥ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

88 レッドベルディエス 牝5鹿 55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464± 01：46．3 4．0�
44 ア カ イ イ ト 牝4青鹿54 蛯名 正義岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 506－ 6 〃 クビ 5．7�
11 イ ェ ッ ツ ト 牡6鹿 57 岩田 康誠近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 478－ 61：46．4クビ 5．0�
66 コスモインペリウム 牡4鹿 56 国分 優作岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 534－ 41：46．72 19．0�
55 ダ ン サ ー ル 牝6黒鹿55 武 豊�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518－ 21：46．8アタマ 20．0�
33 コマノウインクル 牡4黒鹿56 加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 500＋ 6 〃 ハナ 3．1	
89 ボンオムトゥック 牝4芦 54 和田 竜二窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 462－ 21：47．01� 5．2

22 サウンドバーニング 牡9鹿 57 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B428－ 41：48．06 127．9�
77 ハ ウ エ バ ー 牡7栗 57 坂井 瑠星古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 428＋ 21：48．1� 90．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，130，500円 複勝： 63，514，500円 枠連： 14，530，300円
馬連： 96，959，300円 馬単： 42，239，600円 ワイド： 57，573，000円
3連複： 118，771，400円 3連単： 202，803，300円 計： 650，521，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 220円 � 160円 枠 連（4－8） 810円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 450円 �� 350円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 8，960円

票 数

単勝票数 計 541305 的中 � 107758（2番人気）
複勝票数 計 635145 的中 � 114905（2番人気）� 62374（5番人気）� 110939（3番人気）
枠連票数 計 145303 的中 （4－8） 13824（3番人気）
馬連票数 計 969593 的中 �� 52090（9番人気）
馬単票数 計 422396 的中 �� 11467（17番人気）
ワイド票数 計 575730 的中 �� 31746（9番人気）�� 43255（4番人気）�� 33239（8番人気）
3連複票数 計1187714 的中 ��� 57943（6番人気）
3連単票数 計2028033 的中 ��� 16398（41番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．0―12．3―12．2―11．7―11．0―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．6―48．9―1：01．1―1：12．8―1：23．8―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．5
3 6，7，9（5，8）（1，3）4，2 4 ・（6，7）9，5，8（1，3）4－2

勝馬の
紹 介

レッドベルディエス 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．10．27 東京2着

2016．4．10生 牝5鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 13戦4勝 賞金 68，419，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



04011 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第11競走 ��
��1，600�

らくよう

洛陽ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，2．2．15以降3．2．7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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

810 サトノフェイバー 牡6黒鹿56 古川 吉洋 �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 B510＋ 41：35．2 3．6�
55 ガ ゼ ボ 牡6青 54 和田 竜二吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 550＋ 41：35．3� 8．4�
77 レッドガラン 牡6鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 516± 0 〃 クビ 2．5�
89 テーオービクトリー 牝7鹿 52 太宰 啓介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 6 〃 クビ 24．2�
44 アルジャンナ 牡4鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472＋181：35．4� 3．3�
11 メイケイダイハード 牡6鹿 55 酒井 学名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 554－ 21：35．5クビ 12．5	
78 マイネルフラップ 牡5黒鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 61：35．71	 64．1

33 ソロフレーズ 牡6青鹿53 松若 風馬ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋12 〃 � 159．1�
66 ハッピーアワー 牡5鹿 55 柴山 雄一髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 452＋121：36．23 68．0�
22 ディープダイバー 牡5黒鹿53 幸 英明�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 466＋ 21：36．83� 73．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 81，183，400円 複勝： 77，590，400円 枠連： 23，184，500円
馬連： 193，101，200円 馬単： 82，068，100円 ワイド： 99，054，100円
3連複： 259，221，400円 3連単： 478，449，200円 計： 1，293，852，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 170円 � 110円 枠 連（5－8） 1，240円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 370円 �� 180円 �� 330円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 4，820円

票 数

単勝票数 計 811834 的中 � 177985（3番人気）
複勝票数 計 775904 的中 � 150870（2番人気）� 91302（4番人気）� 224531（1番人気）
枠連票数 計 231845 的中 （5－8） 14477（5番人気）
馬連票数 計1931012 的中 �� 130979（5番人気）
馬単票数 計 820681 的中 �� 30882（9番人気）
ワイド票数 計 990541 的中 �� 59999（5番人気）�� 169502（1番人気）�� 69090（4番人気）
3連複票数 計2592214 的中 ��� 237492（2番人気）
3連単票数 計4784492 的中 ��� 71918（13番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．4―12．7―11．9―11．0―10．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．2―37．6―50．3―1：02．2―1：13．2―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．0
3 10，8（5，9）7（1，4）3，2－6 4 10（5，8，9）（7，4）（1，3，6）2

勝馬の
紹 介

サトノフェイバー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2018．1．6 京都1着

2015．4．8生 牡6黒鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla 15戦3勝 賞金 108，924，000円

04012 2月13日 晴 良 （3阪神1） 第1日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

11 ヴァーダイト 牡4黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486－ 42：06．7 2．5�
44 スコルピウス �5黒鹿57 武 豊飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B470± 02：07．02 3．5�
89 キタサンヴィクター 牡6鹿 57 酒井 学�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 528＋ 42：08．06 14．7�
22 ランドジュピター 牡7鹿 57 松若 風馬木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 476＋ 22：08．21 67．7�
66 オーケーメジャー �4鹿 56 和田 竜二小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 470＋ 22：08．3	 12．2�
55 アースライザー �4栗 56 古川 吉洋 	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 岡田スタツド 480＋102：08．5	 62．6

88 チェルアルコ 牝4栗 54 幸 英明吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 518－10 〃 ハナ 6．9�
77 オンワードセルフ 牡5鹿 57 中井 裕二樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B498－ 42：08．6
 125．6�
33 ウインダークローズ 牡4青鹿56 岩田 康誠	ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 504＋122：08．7	 4．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 51，970，800円 複勝： 47，315，000円 枠連： 15，950，200円
馬連： 88，395，000円 馬単： 46，436，600円 ワイド： 58，725，800円
3連複： 118，101，200円 3連単： 239，662，900円 計： 666，557，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 130円 � 220円 枠 連（1－4） 400円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 210円 �� 600円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 4，750円

票 数

単勝票数 計 519708 的中 � 162307（1番人気）
複勝票数 計 473150 的中 � 118216（1番人気）� 98306（2番人気）� 40348（6番人気）
枠連票数 計 159502 的中 （1－4） 30526（1番人気）
馬連票数 計 883950 的中 �� 161224（1番人気）
馬単票数 計 464366 的中 �� 58501（1番人気）
ワイド票数 計 587258 的中 �� 84893（1番人気）�� 22614（10番人気）�� 22056（11番人気）
3連複票数 計1181012 的中 ��� 61527（5番人気）
3連単票数 計2396629 的中 ��� 36566（12番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．4―13．1―12．7―12．6―12．9―13．2―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―35．9―49．0―1：01．7―1：14．3―1：27．2―1：40．4―1：53．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．5
1
3
・（1，3）－（4，6）8，9－（5，7）－2・（3，4）（1，6，8）（9，2）（5，7）

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

勝馬の
紹 介

ヴァーダイト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2019．12．15 阪神1着

2017．2．18生 牡4黒鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 8戦3勝 賞金 27，800，000円



（3阪神1）第1日 2月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 146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

224，490，000円
2，990，000円
27，010，000円
990，000円

26，160，000円
61，174，000円
4，015，000円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
473，744，900円
636，608，900円
142，838，900円
854，239，700円
388，694，000円
601，627，000円
1，190，824，500円
1，814，933，100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
計 6，103，511，000円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回阪神競馬第1日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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