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04025 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3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

611 コントゥール 牝3黒鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 高柳 大輔 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B460± 01：56．6 3．3�

815 キオネヴェリテ 牝3芦 54 �島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510－ 2 〃 ハナ 32．3�

58 ワイドアウェイク 牝3栗 54 和田 竜二 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 484－ 81：56．7クビ 3．3�
22 パレドジュスティス 牝3芦 54 藤井勘一郎 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 460＋ 81：56．91� 60．8�
35 リバースレー 牝3黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B500－ 41：57．21� 8．8	
59 スペキアリス 牝3青 54 幸 英明�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－16 〃 クビ 8．6

610 ギブンアンソート 牝3栗 54

53 ☆団野 大成 �社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 480－ 41：57．94 4．6�
23 アルムポテンツァ 牝3栗 54 古川 吉洋﨑川美枝子氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430＋ 2 〃 クビ 40．3�
34 マテンロウアスカ 牝3栗 54 太宰 啓介寺田千代乃氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 416－ 21：58．21� 20．7
46 プライドマイセルフ 牝3栗 54 高倉 稜�GET NEXT 高橋 亮 新冠 須崎牧場 458－ 81：58．52 225．7�
11 フクシマブリリオ 牝3鹿 54 加藤 祥太西本 資史氏 西橋 豊治 浦河 成隆牧場 414＋ 21：59．13� 118．3�
712 タガノタイリン 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B494＋ 82：00．37 15．1�
47 バトルナユタ 牝3黒鹿54 中井 裕二宮川 秋信氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 508＋ 22：00．4� 279．7�
814 ナ イ ア レ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 488－122：02．2大差 119．9�
713 ウォーターモノリス 牝3黒鹿54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 412－ 22：02．41� 153．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，159，400円 複勝： 44，714，500円 枠連： 9，975，800円
馬連： 46，252，000円 馬単： 21，183，500円 ワイド： 38，387，100円
3連複： 74，674，200円 3連単： 78，592，900円 計： 339，939，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 630円 � 130円 枠 連（6－8） 4，250円

馬 連 �� 8，490円 馬 単 �� 11，990円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 240円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 39，240円

票 数

単勝票数 計 261594 的中 � 61716（2番人気）
複勝票数 計 447145 的中 � 112985（1番人気）� 10426（9番人気）� 105438（2番人気）
枠連票数 計 99758 的中 （6－8） 1819（11番人気）
馬連票数 計 462520 的中 �� 4222（25番人気）
馬単票数 計 211835 的中 �� 1325（39番人気）
ワイド票数 計 383871 的中 �� 5137（21番人気）�� 49686（1番人気）�� 5098（22番人気）
3連複票数 計 746742 的中 ��� 10560（18番人気）
3連単票数 計 785929 的中 ��� 1452（123番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．4―12．9―12．5―13．2―13．1―13．3―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．5―50．4―1：02．9―1：16．1―1：29．2―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F40．5
1
3
5，7，8，4（6，9）（11，10，12）（3，14）（1，2，15）－13
5，8，9（4，7）（11，12）6（3，10）15，1，14（13，2）

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

勝馬の
紹 介

コントゥール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2020．10．25 新潟6着

2018．4．22生 牝3黒鹿 母 シェアザストーリー 母母 ディアブロズストーリー 3戦1勝 賞金 6，400，000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〕 ウォーターモノリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月20日まで平地

競走に出走できない。
ナイアレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月20日まで平地競走に出
走できない。

※フクシマブリリオ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04026 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

815 フルヴォート 牡3鹿 56 松山 弘平 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：25．5 1．7�
36 リ プ レ ー ザ 牡3鹿 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 490＋ 81：25．92� 3．6�
23 エイシンギアアップ 牡3黒鹿56 北村 友一�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 508＋ 61：26．0� 11．9�
714 ミッキーフランケル 牡3芦 56 中井 裕二野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B482＋101：26．85 12．3�
816 ザ ン ト 牡3黒鹿56 和田 竜二サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 新冠 森永 聡 432＋ 21：27．33 17．0	
24 ハ ヌ マ ー ン �3青鹿56 岩田 康誠小林 昌子氏 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 468＋ 41：27．93� 53．7

59 � ファインハッピー 牝3鹿 54 福永 祐一飯田 正剛氏 杉山 晴紀 米 John R. Penn

& Frank Penn 462＋ 41：28．32� 13．0�
611 タカノアメージング 牡3芦 56 岡田 祥嗣山口多賀司氏 北出 成人 浦河 斉藤 政志 500－ 61：28．51� 252．7�
713 ハクサンハーバー 牡3栗 56 	島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 476＋ 41：28．71� 96．8
35 シゲルデカスロン 牝3青鹿54 城戸 義政森中 蕃氏 木原 一良 洞
湖 レイクヴィラファーム 530± 01：28．91 155．0�
48 メイショウトリプル 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 470± 01：29．53� 93．1�
47 スズカトロワ 牡3黒鹿56 酒井 学永井 啓弍氏 武 英智 新ひだか 増本牧場 478± 01：29．6� 464．9�
12 ティエドゥール 牝3鹿 54 国分 恭介加藤 誠氏 森田 直行 洞
湖 レイクヴィラファーム 474－121：29．81 439．1�
612 ゴールドバーレン 牡3栗 56 藤井勘一郎宮田 直也氏 浜田多実雄 新冠 オリエント牧場 B480＋221：29．9� 111．7�
510 ナ サ 牝3黒鹿54 田辺 裕信岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 448＋ 21：30．0� 28．2�
11 ヤマニンフラクタル 牝3栗 54 和田 翼土井 肇氏 石橋 守 浦河 廣田 光夫 502－ 41：31．17 114．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，616，400円 複勝： 105，413，700円 枠連： 11，297，600円
馬連： 52，756，400円 馬単： 31，688，000円 ワイド： 49，100，100円
3連複： 91，029，200円 3連単： 127，477，500円 計： 505，378，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（3－8） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 150円 �� 310円 �� 460円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 1，640円

票 数

単勝票数 計 366164 的中 � 167565（1番人気）
複勝票数 計1054137 的中 � 657850（1番人気）� 120542（2番人気）� 55208（3番人気）
枠連票数 計 112976 的中 （3－8） 33545（1番人気）
馬連票数 計 527564 的中 �� 144721（1番人気）
馬単票数 計 316880 的中 �� 62648（1番人気）
ワイド票数 計 491001 的中 �� 106824（1番人気）�� 35387（3番人気）�� 21647（6番人気）
3連複票数 計 910292 的中 ��� 97586（1番人気）
3連単票数 計1274775 的中 ��� 56013（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．6―12．8―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．4―47．0―59．8―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルヴォート �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．3 中京3着

2018．2．22生 牡3鹿 母 リーチコンセンサス 母母 インディスユニゾン 3戦1勝 賞金 8，900，000円
〔その他〕 ヤマニンフラクタル号・ゴールドバーレン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，両馬は「タイムオーバーによる出走制

限」の適用を除外。
ナサ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカトロワ号・ティエドゥール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月20日
まで平地競走に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 ヤマニンフラクタル号・ゴールドバーレン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年3月20日まで
出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スターオブドーレ号・テイエムセレーナ号・フクシマブリリオ号
（非抽選馬） 1頭 ミラティオ号

第１回 阪神競馬 第３日



04027 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3日 第3競走 2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

813 プルミエロール 牡3青鹿56 幸 英明 �キャロットファーム 寺島 良 千歳 社台ファーム B474－ 82：09．3 7．3�
610 スマートリン 牡3鹿 56 宮崎 北斗鈴木 伸昭氏 浅野洋一郎 新ひだか 高橋 修 504－ 82：09．4� 24．6�
46 グリンブルスティ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ B470＋ 22：10．25 3．1�

33 ヴ ォ ル ガ 牝3栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 470－ 42：11．05 15．0�
57 アコンカグア 牡3鹿 56 柴山 雄一寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム B524－ 22：11．42� 2．7	
712 レイワミノル 牡3黒鹿56 �島 良太松岡 研司氏 高柳 大輔 日高 宝寄山 拓樹 B478＋ 22：11．82� 20．8

34 フレディアーノ 牡3鹿 56 酒井 学吉田 晴哉氏 高橋 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530± 02：12．22� 32．3�
711 テイエムジャガー �3青 56 国分 優作竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 タニグチ牧場 494－10 〃 クビ 35．0�
45 クライマックス 牡3栗 56 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 468± 02：12．52 19．1
22 マサハヤリュウ 牡3黒鹿56 和田 竜二中村 政夫氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 516－ 42：12．82 67．9�
11 メイショウヤマツミ 牡3鹿 56 加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 新ひだか 水上 習孝 512－ 42：13．75 83．9�
814 トーホウバッカス 牡3青鹿56 太宰 啓介東豊物産� 高橋 亮 新冠 秋田牧場 494＋ 42：14．34 192．1�
58 ニシノコウメイ 牡3鹿 56 岩田 康誠西山 茂行氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 446± 02：16．9大差 34．0�
69 シ ュ ン イ 牝3鹿 54 小崎 綾也ライオンレースホース� 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋122：18．610 9．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，071，800円 複勝： 41，152，400円 枠連： 7，849，000円
馬連： 43，843，500円 馬単： 19，454，000円 ワイド： 40，950，800円
3連複： 68，565，300円 3連単： 77，944，400円 計： 327，831，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 380円 � 150円 枠 連（6－8） 3，430円

馬 連 �� 10，400円 馬 単 �� 18，650円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 580円 �� 670円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 66，240円

票 数

単勝票数 計 280718 的中 � 30720（3番人気）
複勝票数 計 411524 的中 � 48841（3番人気）� 21626（6番人気）� 89695（2番人気）
枠連票数 計 78490 的中 （6－8） 1772（13番人気）
馬連票数 計 438435 的中 �� 3267（29番人気）
馬単票数 計 194540 的中 �� 782（52番人気）
ワイド票数 計 409508 的中 �� 3862（25番人気）�� 19020（2番人気）�� 16113（4番人気）
3連複票数 計 685653 的中 ��� 6535（21番人気）
3連単票数 計 779444 的中 ��� 853（202番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．5―13．6―13．0―13．2―13．6―13．7―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．5―49．1―1：02．1―1：15．3―1：28．9―1：42．6―1：55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．0―3F40．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

プルミエロール �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．1．16 中京14着

2018．2．18生 牡3青鹿 母 センシュアルドレス 母母 ジェミードレス 3戦1勝 賞金 5，610，000円
〔制裁〕 ヴォルガ号の騎手福永祐一は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノコウメイ号・シュンイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月20日ま

で平地競走に出走できない。

04028 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3日 第4競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

12 メイショウサトワ 牡3黒鹿56 北村 友一松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 508 ―1：27．5 19．3�
35 ヨロシオスナ 牡3黒鹿56 松山 弘平岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 田中スタッド 508 ―1：27．81� 6．8�
24 キタノエクスプレス 牡3鹿 56 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 520 ―1：27．9� 3．2�
36 マテンロウドリーム 牡3黒鹿56 酒井 学寺田千代乃氏 角田 晃一 新冠 川島牧場 506 ―1：28．53� 9．7�
612 ミスズメジャー 牡3栗 56 福永 祐一永井 啓弍氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 460 ―1：28．6� 7．6�
59 ライズンシャイン 牝3栗 54 和田 竜二�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 498 ―1：28．7クビ 23．4	
713 ピンクポット 牝3鹿 54 秋山真一郎金山 政信氏 森田 直行 平取 北島牧場 438 ―1：29．01� 62．7

611 パラダイスギンガ 牡3鹿 56 藤懸 貴志大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 442 ―1：29．21� 49．6�
816 ミキノバスドラム 牡3鹿 56 和田 翼谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 496 ― 〃 クビ 36．5�
48 エルディアブロ 牡3黒鹿56 �島 良太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 440 ―1：29．41 17．2
714 グランエスペランサ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 442 ―1：29．93 59．3�
815 メイショウユウスゲ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日進牧場 500 ―1：30．75 4．6�

（メイショウハズミ）

47 タ ラ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 514 ―1：31．02 12．5�
23 プロデューサー 牡3鹿 56 柴山 雄一安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 494 ―1：31．1クビ 132．9�
510 ラッジョディソーレ 牡3栗 56 古川 吉洋畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 458 ―1：31．31� 181．6�
11 ハ デ コ 牝3栗 54

53 ☆団野 大成ケーエスHD 新谷 功一 新ひだか 前谷 武志 356 ―1：32．910 54．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，455，600円 複勝： 39，232，500円 枠連： 10，562，500円
馬連： 40，081，400円 馬単： 17，355，000円 ワイド： 36，416，300円
3連複： 58，379，200円 3連単： 57，148，100円 計： 286，630，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 470円 � 230円 � 160円 枠 連（1－3） 2，630円

馬 連 �� 5，850円 馬 単 �� 13，170円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，300円 �� 490円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 64，830円

票 数

単勝票数 計 274556 的中 � 11378（8番人気）
複勝票数 計 392325 的中 � 16953（7番人気）� 42852（4番人気）� 82648（1番人気）
枠連票数 計 105625 的中 （1－3） 3108（10番人気）
馬連票数 計 400814 的中 �� 5306（23番人気）
馬単票数 計 173550 的中 �� 988（51番人気）
ワイド票数 計 364163 的中 �� 4951（22番人気）�� 6959（15番人気）�� 20582（2番人気）
3連複票数 計 583792 的中 ��� 7100（14番人気）
3連単票数 計 571481 的中 ��� 639（186番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．7―13．0―13．1―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．8―47．5―1：00．5―1：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．7―3F40．0
3 16（2，4）（5，7）6（11，15）－（1，12）－（9，14）13＝（3，8）＝10 4 16（2，4）（5，7）（6，11，15）－（9，12，14）－1，13－8，3＝10

勝馬の
紹 介

メイショウサトワ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2018．4．27生 牡3黒鹿 母 メイショウコブシ 母母 ステイトリースター 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 パラダイスギンガ号の騎手藤懸貴志は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハデコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月20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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アイファーリンクス号・アザル号・ウインメイキット号・ガビーズスピリット号・シンゼングレート号・

メイショウサブゼロ号・ロードヴェントス号



04029 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3日 第5競走 ��2，400�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右・外）

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
2：24．1
2：20．6

良
良

22 レッドカムイ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 536 ―2：26．7 7．5�
67 フォルテデイマルミ 牡3黒鹿56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 486＋ 2 〃 クビ 3．2�
710 リンフレスカンテ 牡3黒鹿56 武 豊名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 446＋ 4 〃 アタマ 5．4�
68 ネビーイーム 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 522＋ 22：27．23 4．7�
11 ワセダハーツ 牡3栗 56 岩田 康誠大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 424－ 22：27．3クビ 21．7�
44 マケルナマサムネ 牡3鹿 56 北村 友一塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 454－ 42：27．41 19．0	
811 イクスプロージョン 牡3鹿 56 松山 弘平近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 474± 02：27．5� 4．2

79 ヒラボクジュエル 牝3黒鹿54 小崎 綾也�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 458 ―2：27．92� 71．9�
812 トラウンシュタイン 牡3鹿 56 太宰 啓介�G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム 454± 02：28．21� 25．0�
55 イ ン シ ニ ス 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 446－ 62：28．41� 194．7
33 フ ィ ー ビ ー 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 422± 02：28．5� 62．3�
56 トゥルーウィッシュ 牝3青鹿54 荻野 琢真小林竜太郎氏 寺島 良 新ひだか へいはた牧場 B468－ 22：28．6クビ 219．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，758，900円 複勝： 51，867，400円 枠連： 8，642，400円
馬連： 48，321，200円 馬単： 22，220，400円 ワイド： 43，078，600円
3連複： 72，768，400円 3連単： 93，110，900円 計： 372，768，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 130円 � 170円 枠 連（2－6） 950円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，020円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 16，100円

票 数

単勝票数 計 327589 的中 � 34803（5番人気）
複勝票数 計 518674 的中 � 44110（5番人気）� 131754（1番人気）� 74790（3番人気）
枠連票数 計 86424 的中 （2－6） 7000（5番人気）
馬連票数 計 483212 的中 �� 22527（7番人気）
馬単票数 計 222204 的中 �� 4793（15番人気）
ワイド票数 計 430786 的中 �� 17548（6番人気）�� 10008（15番人気）�� 36591（2番人気）
3連複票数 計 727684 的中 ��� 21302（7番人気）
3連単票数 計 931109 的中 ��� 4192（53番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．9―12．6―12．5―12．3―12．4―12．4―12．2―11．5―11．2―12．2

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―24．5―37．4―50．0―1：02．5―1：14．8―1：27．2―1：39．6―1：51．8―2：03．3―2：14．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドカムイ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Storm Cat 初出走

2018．2．9生 牡3鹿 母 セレブレイションキャット 母母 Lotta Dancing 1戦1勝 賞金 5，100，000円

04030 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3日 第6競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

44 ゴールドハイアー 牡3栗 56 福永 祐一居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 478＋ 41：53．4 1．8�
55 メイショウフンジン 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 494－101：54．35 16．4�
77 マサハヤサン 牝3鹿 54 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466＋ 6 〃 クビ 23．8�
66 レンツシュピッツェ 牡3栗 56

55 ☆団野 大成�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 472－ 21：54．51� 30．5�
22 � ジャスパードリーム 牡3栗 56 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米 G. Watts

Humphrey Jr. 526± 01：54．6クビ 7．9�
11 ゲンパチハマジ 牡3栗 56 田辺 裕信平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 498－ 4 〃 アタマ 5．2	
33 	 サハラヴァンクール 牡3鹿 56 藤井勘一郎首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 480－ 41：54．7クビ 41．0

78 ミッションレール 牡3鹿 56 幸 英明 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 474± 01：55．76 69．4�
810 ク ー プ ラ ン 牡3鹿 56 和田 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 今 牧場 518－ 6 〃 アタマ 13．1�
89 ヴェローチェオロ 牡3栗 56 武 豊大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 466± 01：55．8
 7．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，858，000円 複勝： 62，556，900円 枠連： 8，828，500円
馬連： 63，512，000円 馬単： 32，039，300円 ワイド： 48，981，100円
3連複： 88，874，200円 3連単： 132，734，100円 計： 481，384，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 340円 � 380円 枠 連（4－5） 1，250円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 560円 �� 680円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 21，710円

票 数

単勝票数 計 438580 的中 � 189620（1番人気）
複勝票数 計 625569 的中 � 265242（1番人気）� 31022（6番人気）� 26333（7番人気）
枠連票数 計 88285 的中 （4－5） 5435（5番人気）
馬連票数 計 635120 的中 �� 34821（5番人気）
馬単票数 計 320393 的中 �� 13317（7番人気）
ワイド票数 計 489811 的中 �� 23699（5番人気）�� 18714（7番人気）�� 4017（29番人気）
3連複票数 計 888742 的中 ��� 10260（24番人気）
3連単票数 計1327341 的中 ��� 4432（72番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―12．4―12．3―12．5―13．1―13．2―13．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．6―36．0―48．3―1：00．8―1：13．9―1：27．1―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．5
1
3
・（2，5）10－1－4，8，3，6，7－9
2，5，10－1（4，8）（3，7）－6，9

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

勝馬の
紹 介

ゴールドハイアー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．11．22 阪神2着

2018．4．16生 牡3栗 母 ゴールドグローリー 母母 ハチマンダイボサツ 4戦2勝 賞金 17，200，000円



04031 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）

負担重量は，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
1：31．9
1：30．3

良
良

611 リアンティサージュ 牡4栗 57
56 ☆団野 大成 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：32．9 3．3�

46 � ロータスランド 牝4鹿 55 武 豊合同会社小林英一
ホールディングス 角居 勝彦 米 Dr. Aaron Sones &

Dr. Naoya Yoshida 470＋ 41：33．43 2．8�
11 コスミックエナジー 牝4栗 55 松山 弘平吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：33．82� 6．2�
22 ハローキャンディ 牝4鹿 55 小牧 太中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 434＋ 21：33．9クビ 118．8�
35 カガジャスティス 牡4鹿 57 川島 信二香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 514－181：34．0� 180．4�
59 チアチアクラシカ 牝4鹿 55 古川 吉洋藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 486－12 〃 ハナ 28．9	
23 ノストラダムス 牡6鹿 57 秋山真一郎岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 510＋101：34．1� 18．4

47 ミ チ ビ キ 牝5黒鹿55 宮崎 北斗 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 6 〃 クビ 165．6�
712 アメリカンウェイク 牝5鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 496＋121：34．2� 4．3
58 ディキシークイーン 牝4鹿 55 幸 英明寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 476－101：34．51� 29．3�
815	 ラインプレジャー 牡4鹿 57 酒井 学大澤 繁昌氏 長谷川浩大 浦河 中脇 満 458－16 〃 アタマ 170．7�
713 マ ロ リ ン 牝5鹿 55 高倉 稜吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 480－12 〃 クビ 137．7�
814 スペースクラフト 
5芦 57 和田 竜二 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492± 01：34．92� 19．8�
610 ノーリミッツ 牡5黒鹿57 中井 裕二山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 454＋ 2 〃 ハナ 210．9�
34 	 ブックウエスト 牝4鹿 55 国分 恭介西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 佐藤 静子 434± 01：35．1� 557．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，550，500円 複勝： 56，997，100円 枠連： 10，160，300円
馬連： 68，579，000円 馬単： 28，217，500円 ワイド： 51，661，500円
3連複： 93，374，700円 3連単： 108，717，200円 計： 458，257，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 130円 � 150円 枠 連（4－6） 490円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 330円 �� 370円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 5，770円

票 数

単勝票数 計 405505 的中 � 95931（2番人気）
複勝票数 計 569971 的中 � 118870（1番人気）� 114881（2番人気）� 85457（4番人気）
枠連票数 計 101603 的中 （4－6） 15762（1番人気）
馬連票数 計 685790 的中 �� 99646（1番人気）
馬単票数 計 282175 的中 �� 17510（3番人気）
ワイド票数 計 516615 的中 �� 41501（3番人気）�� 36027（5番人気）�� 28589（6番人気）
3連複票数 計 933747 的中 ��� 64992（3番人気）
3連単票数 計1087172 的中 ��� 13641（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．5―11．8―11．6―11．0―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．2―47．0―58．6―1：09．6―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．3
3 11，10（1，12）（9，14）（8，3）6（2，7，15）（5，13）－4 4 11－10（1，12）（9，14）（8，3）6（7，15）2（5，13）4

勝馬の
紹 介

リアンティサージュ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．9．1 小倉4着

2017．1．22生 牡4栗 母 ローブティサージュ 母母 プチノワール 7戦2勝 賞金 20，260，000円
※マロリン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04032 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時55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

810 スワーヴシールズ �4鹿 56 幸 英明�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム 496＋ 41：55．8 2．3�
78 カネコメノボル �4栗 56

55 ☆森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 432－ 4 〃 アタマ 3．7�
77 アベックフォルス 牡4鹿 56

55 ☆団野 大成田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 490＋ 21：56．22� 16．7�
66 スズカキング 牡4鹿 56 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：56．3クビ 4．8�
33 ロードグリュック 牡4鹿 56 松山 弘平 �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 468＋ 4 〃 ハナ 8．8�
11 テイエムホイッスル 牡4栗 56 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 496＋121：56．4� 6．9	
55 トモジャチャーリー 牡5鹿 57 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 510－ 6 〃 ハナ 91．0

89 キモンボーイ 牡5鹿 57 小牧 太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 518＋ 41：57．04 55．7�
44 トーホウボッカ 牡5黒鹿57 柴山 雄一東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 480－ 41：58．17 239．4�
22 � サクラサーブル 牡4黒鹿56 小崎 綾也�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 536＋16 〃 クビ 194．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，231，700円 複勝： 40，383，000円 枠連： 8，201，600円
馬連： 54，054，200円 馬単： 27，916，100円 ワイド： 39，107，700円
3連複： 73，731，200円 3連単： 130，311，300円 計： 408，936，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 240円 枠 連（7－8） 250円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 160円 �� 480円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，140円

票 数

単勝票数 計 352317 的中 � 118059（1番人気）
複勝票数 計 403830 的中 � 124270（1番人気）� 95047（2番人気）� 26304（6番人気）
枠連票数 計 82016 的中 （7－8） 24786（1番人気）
馬連票数 計 540542 的中 �� 141801（1番人気）
馬単票数 計 279161 的中 �� 41698（1番人気）
ワイド票数 計 391077 的中 �� 81956（1番人気）�� 17737（8番人気）�� 14595（11番人気）
3連複票数 計 737312 的中 ��� 51792（4番人気）
3連単票数 計1303113 的中 ��� 30074（8番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―14．6―13．5―13．3―12．5―12．4―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―39．6―53．1―1：06．4―1：18．9―1：31．3―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スワーヴシールズ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．11．24 東京15着

2017．5．4生 �4鹿 母 レッドシャンデル 母母 アイアンブリッジ 10戦2勝 賞金 21，270，000円

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 1日第 3競走）
〔その他〕　　ロードギガース号は，競走中に疾病〔左第1趾骨近位後面剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「3走成績による出走制限」の適用を除外。



04033 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3日 第9競走 ��
��1，800�つ ば き 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

44 ヴ ィ ゴ ー レ 牡3芦 56 田辺 裕信�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋121：46．2 7．3�

810 タガノディアーナ 牝3青鹿54 和田 竜二八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 438＋ 61：46．3クビ 3．6�

89 サウンドウォリアー 牡3鹿 56 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 490－ 81：46．4� 32．4�
78 ショウナンアレス 牡3鹿 56 松山 弘平国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 514－ 41：46．51 5．5�
11 トーセンインパルス 牡3黒鹿56 北村 友一島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 追分ファーム 474－121：46．81� 12．2	
77 ブレーヴジャッカル 牡3栗 56 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 474± 0 〃 � 4．5�
33 デルマアシュラ 牡3青 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 418＋ 41：47．33 40．7�
66 ナ ギ サ 牝3鹿 54 武 豊本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 488± 0 〃 ハナ 9．5
22 インフィニタス 牝3鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 450－ 61：47．51 12．6�
55 モズマンジロウ 牡3鹿 56 団野 大成 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 460± 01：48．98 8．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，654，100円 複勝： 72，560，400円 枠連： 12，520，600円
馬連： 87，634，600円 馬単： 34，625，700円 ワイド： 61，222，800円
3連複： 118，264，100円 3連単： 154，284，800円 計： 588，767，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 270円 � 150円 � 700円 枠 連（4－8） 1，420円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 530円 �� 3，490円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 14，820円 3 連 単 ��� 80，120円

票 数

単勝票数 計 476541 的中 � 51727（4番人気）
複勝票数 計 725604 的中 � 65224（5番人気）� 165584（1番人気）� 20315（9番人気）
枠連票数 計 125206 的中 （4－8） 6799（6番人気）
馬連票数 計 876346 的中 �� 45836（4番人気）
馬単票数 計 346257 的中 �� 8126（8番人気）
ワイド票数 計 612228 的中 �� 32360（4番人気）�� 4300（36番人気）�� 6479（28番人気）
3連複票数 計1182641 的中 ��� 5985（56番人気）
3連単票数 計1542848 的中 ��� 1396（308番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．1―12．3―12．0―11．2―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．3―47．4―59．7―1：11．7―1：22．9―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ゴ ー レ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．6．21 阪神7着

2018．4．10生 牡3芦 母 ヴァイセフラウ 母母 ラ テ ィ ー ル 7戦2勝 賞金 20，378，000円

04034 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3日 第10競走 ��
��1，200�

かしはら

橿原ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

47 サイクロトロン 牡4鹿 57 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B532＋ 21：11．4 3．9�

612 バーニングペスカ 牡6鹿 57 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 482－ 21：11．61� 18．8�
23 ガ ン ケ ン 牡5黒鹿57 森 裕太朗岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B540＋ 61：11．81	 4．2�
59 シゲルオトメザ 牝4栗 55 藤井勘一郎森中 蕃氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502－ 41：12．11
 21．5�
48 コパノマーキュリー 牡4鹿 57 和田 竜二小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 520＋ 81：12．3
 6．4�
11 ハッピーゴラッキー 牝5鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 61：12．61
 13．6	
815 クリノサンレオ 牡8栗 57 田中 健栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 476－ 21：12．7
 71．2

816 ツウカイウイング 牡6鹿 57 竹之下智昭木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 476＋ 4 〃 クビ 28．2�
35 ロジペルレスト �6栗 57 川島 信二久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 508－ 21：12．91	 174．0�
24 ニシノコトダマ 牡5栗 57 武 豊西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 542－ 21：13．1
 16．9
611� イ ッ シ ン 牡4鹿 57 島 良太林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff

Farm 552＋ 2 〃 アタマ 36．8�
12 スズカモナミ 牝7鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 420－12 〃 アタマ 100．3�
510� ターゲリート 牡8黒鹿57 城戸 義政�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498± 01：13．2� 138．6�
714� サイモンハロルド 牡4鹿 57 高倉 稜澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 450＋ 21：13．41	 16．9�
36 テルモードーサ 牝5鹿 55 岩田 康誠吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム B544± 01：13．5
 7．6�
713 カバジェーロ 牡4鹿 57 田辺 裕信�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B494＋ 81：15．110 12．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，380，500円 複勝： 84，260，200円 枠連： 25，612，000円
馬連： 128，533，800円 馬単： 42，935，600円 ワイド： 94，264，900円
3連複： 191，116，600円 3連単： 188，971，000円 計： 808，074，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 390円 � 160円 枠 連（4－6） 1，620円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 390円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 40，280円

票 数

単勝票数 計 523805 的中 � 107021（1番人気）
複勝票数 計 842602 的中 � 165149（1番人気）� 40909（7番人気）� 149056（2番人気）
枠連票数 計 256120 的中 （4－6） 12198（8番人気）
馬連票数 計1285338 的中 �� 20420（19番人気）
馬単票数 計 429356 的中 �� 4062（29番人気）
ワイド票数 計 942649 的中 �� 12174（26番人気）�� 69073（1番人気）�� 18761（12番人気）
3連複票数 計1911166 的中 ��� 24311（12番人気）
3連単票数 計1889710 的中 ��� 3401（102番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．6―12．1―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．7―34．3―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイクロトロン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．2 阪神5着

2017．2．28生 牡4鹿 母 キャレモンショコラ 母母 スウィートダンス 12戦4勝 賞金 51，970，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 クリノサンレオ号の騎手田中健は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れ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17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 アサケパワー号・エアコンヴィーナ号・キタノオドリコ号・グラナリー号・コカボムクイーン号・

ゴールドラグーン号・スマートアルタイル号・ナイトブリーズ号・ハクアイブラック号・ヒルノサルバドール号・
ププッピドゥ号・メイショウハナモリ号・メイショウモウコ号・メイショウラビエ号・メディクス号・
ルーチェソラーレ号・ロングベスト号



04035 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3日 第11競走 ��
��1，400�第56回京都牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
牝，4歳以上；負担重量は，日本馬：53�，収得賞金1，600万円毎1�増，�：55�，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 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

24 イ ベ リ ス 牝5鹿 54 酒井 学前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 484＋ 61：20．0 5．5�
815 ギルデッドミラー 牝4鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：20．31	 10．0�
714 ブランノワール 牝5鹿 54 団野 大成 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 16．1�
47 アイラブテーラー 牝5黒鹿55 岩田 康誠中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 448－ 61：20．4	 8．3�
612 シャインガーネット 牝4栗 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 476± 01：20．5クビ 4．8�
510 アマルフィコースト 牝6黒鹿54 幸 英明 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 476＋ 41：20．71 20．7	
23 メイショウケイメイ 牝5鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 430＋10 〃 ハナ 214．8

12 ヤマカツマーメイド 牝4鹿 54 国分 恭介山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 492－ 2 〃 クビ 69．1�
816 リバティハイツ 牝6鹿 56 和田 竜二 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム B468－ 2 〃 クビ 11．1�
59 ビッククインバイオ 牝4栗 54 武 豊バイオ 牧 光二 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：20．8クビ 12．7�
48 リリーバレロ 牝6鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：21．01
 4．3�
35 � マリアズハート 牝5鹿 54 藤井勘一郎 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.
Andersen 490－ 6 〃 クビ 43．0�

611 アフランシール 牝5鹿 54 秋山真一郎前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490－201：21．21
 73．7�

11 カリオストロ 牝4鹿 54 北村 友一 Him Rock Racing
ホールディングス 加用 正 日高 タバタファーム 466＋ 6 〃 ハナ 16．0�

36 アンリミット 牝6青鹿54 城戸 義政前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 484＋ 41：21．41
 148．9�
713 メイショウショウブ 牝5栗 54 国分 優作松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 506＋ 81：21．93 79．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 137，480，700円 複勝： 210，115，300円 枠連： 71，908，100円
馬連： 446，786，100円 馬単： 131，821，500円 ワイド： 299，434，500円
3連複： 833，211，800円 3連単： 780，578，500円 計： 2，911，336，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 320円 � 430円 枠 連（2－8） 1，530円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，210円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 13，390円 3 連 単 ��� 59，340円

票 数

単勝票数 計1374807 的中 � 197984（3番人気）
複勝票数 計2101153 的中 � 304039（2番人気）� 164784（6番人気）� 114505（8番人気）
枠連票数 計 719081 的中 （2－8） 36362（6番人気）
馬連票数 計4467861 的中 �� 120520（10番人気）
馬単票数 計1318215 的中 �� 20048（18番人気）
ワイド票数 計2994345 的中 �� 69712（11番人気）�� 64319（16番人気）�� 38175（30番人気）
3連複票数 計8332118 的中 ��� 46649（52番人気）
3連単票数 計7805785 的中 ��� 9536（208番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．0―45．7―57．1―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 4，10（1，13）（6，16）（2，8，9，12）（3，15）5，14，7，11 4 4，10（13，16）（1，12）（6，8，9）（2，15）（3，14）（5，7，11）

勝馬の
紹 介

イ ベ リ ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．9．9 阪神3着

2016．3．21生 牝5鹿 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 18戦4勝 賞金 124，307，000円

04036 2月20日 晴 良 （3阪神1） 第3日 第12競走 1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）

負担重量は，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
1：08．8
1：08．5

重
重

612 マ テ ィ ア ス 牡4栗 57 武 豊本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 494－ 21：12．1 2．3�
47 エンプティチェア 牡4鹿 57 和田 竜二江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 484＋ 81：12．2アタマ 49．0�
714 ファイアーボーラー �5黒鹿57 岩田 康誠 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 466＋ 2 〃 ハナ 15．2�
24 シャイニーブランコ 牡5芦 57 北村 友一小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 450＋ 4 〃 ハナ 16．4�
36 スズカゴーディー 牡7黒鹿57 酒井 学永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B494－ 21：12．41� 22．9�
713 ニホンピロランド 牡5鹿 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 508＋121：12．61� 20．2	
23 タガノハイライト 牝4青鹿 55

54 ☆団野 大成八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 510－181：12．7� 5．8


611 ロードキング 牡8鹿 57 幸 英明市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B494－ 4 〃 アタマ 16．3�

816 ワンダーアフィラド 牡5鹿 57 中井 裕二山本 能成氏 寺島 良 浦河 高昭牧場 B500－ 21：13．01� 12．5
510 ファイヤーテーラー 牝4栗 55 田辺 裕信中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 486＋ 61：13．32 5．9�
59 パワフルヒロコ 牝7黒鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 456－ 61：13．4クビ 160．8�
815 カ レ ン リ ズ 牝4栗 55 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 436－ 21：13．6� 23．5�
11 � エムオータイショウ 牡5鹿 57 秋山真一郎大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 門別牧場 518± 01：13．7� 65．2�
12 ラブリーハッチ 牝4栗 55 国分 恭介濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 476± 01：14．33� 59．2�
35 ファストボウラー 牡4栗 57 藤井勘一郎 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル B476± 01：14．83 40．5�

48 ダイメイサツキ 牡5黒鹿57 	島 良太宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 B500－ 2 〃 クビ 248．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，405，900円 複勝： 89，691，500円 枠連： 27，420，000円
馬連： 127，012，500円 馬単： 46，484，300円 ワイド： 101，072，600円
3連複： 194，719，400円 3連単： 207，085，100円 計： 855，891，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 1，260円 � 360円 枠 連（4－6） 4，640円

馬 連 �� 5，920円 馬 単 �� 8，830円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 760円 �� 8，210円

3 連 複 ��� 25，930円 3 連 単 ��� 117，470円

票 数

単勝票数 計 624059 的中 � 209963（1番人気）
複勝票数 計 896915 的中 � 229321（1番人気）� 13445（14番人気）� 55558（6番人気）
枠連票数 計 274200 的中 （4－6） 4572（16番人気）
馬連票数 計1270125 的中 �� 16621（20番人気）
馬単票数 計 464843 的中 �� 3948（28番人気）
ワイド票数 計1010726 的中 �� 10871（28番人気）�� 35872（5番人気）�� 3052（70番人気）
3連複票数 計1947194 的中 ��� 5630（83番人気）
3連単票数 計2070851 的中 ��� 1278（365番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．9―12．2―12．0―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ テ ィ ア ス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．11．2 京都1着

2017．4．29生 牡4栗 母 ブ ロ ッ ケ ン 母母 ヘニーズソング 14戦3勝 賞金 43，860，000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） 2頭 スマートアテナ号・メイショウソウビ号
（非抽選馬） 1頭 イーサンティラノ号



（3阪神1）第3日 2月20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 166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

235，400，000円
26，460，000円
1，650，000円
28，880，000円
69，775，500円
4，837，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
570，623，500円
898，944，900円
212，978，400円
1，207，366，700円
455，940，900円
903，678，000円
1，958，708，300円
2，136，955，800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 8，345，196，500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3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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